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“BE THE INSPIRATION”

会長・幹事バッジ引き継ぎ式

■本日の例会プログラム
●ロータリーソング（四つのテスト）

●2017－2018年度松尾新吾会長より2018－2019年度矢頭
美世子会長へ、鑓水寛幹事より鬼倉潔幹事へバッジの引き継
ぎを行いました。

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介
●会務報告
●各委員会報告
●誕生祝
●卓話
「理事就任挨拶」

■次回卓話（７月 ２０ 日）予定
「各委員会委員長就任挨拶第１部」

会長報告
●第1号ビジター「福岡ロータリークラブ石蔵利正様」に記念品
を贈呈します。
●前会長松尾新吾会員、前幹事鑓水寛会員に記念品をお渡
しします。

■前回例会の記録（７月６日）
◇出席報告
当

日

出席委員長
７月６日

会員総数
６８名
免除会員数（1２名中） ８名
出席会員数
４０名
ゲ ス ト
２名
ビジター
１名
合
計
５１名
出 席 率
７５．００％

前々回

６月２２日

会員総数
７１名
免除会員数(1２名中） ９名
出席会員数
４４名
メークアップ
１２名
欠席会員数
３名
合
計
６８名
修正出席率 ９５．５９％

●ケ・セラ・セラ
●博多人形に寄せて / 中田喜直

６日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会（例会終了後）
クラブ協議会 ： １８時
ザ・マーケットエフ
１３日（金） 誕生祝 「理事就任挨拶」
２７日（金）「納涼家族懇親会」１８時
カノビアーノ福岡

四つのテスト

●舞踏へのお誘い / ウェーバー

今月の行事

ピアノ演奏曲

● 渚のアデリーヌ / クレイダーマン

●福岡東南ローターアクトから「安東翔太会長」「谷本愛幹事」
が参加されています。
●新年度の理事紹介します。
・会長：矢頭美世子．幹事：鬼倉潔．会計：熊手幹彦
・SAA：中村勇治．・理事：土井通誉．濱野良彦．河内美香．
川添克子．木下敏之．津上賢治で進めてまいります。

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか
どうか

<IT・会報・広報委員会 ／ 山崎正幸委員長>

幹事報告
●本日例会終了後２階「如月」にて、定例理事会を開催
致します。理事会メンバーは出席ください。
●本日１８時より1階「ザ・マーケットエフ」にてクラブ協議会
を開催いたします。
理事・役員・各委員長並びに代理出席者になっている方は
出席下さい。

●本日配布された「ロータリーの友」「月信」に20182019年度国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏の
挨拶、また2700地区のガバナー、ガバナー補佐他の
挨拶、各委員会の方針等が掲載されていますので
一読願います。
＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました！

各委員会報告

矢頭美世子君

<ローターアクト委員会 ／ 中山拓哉委員長>
●2018年度福岡東南ローターアクト安東翔太会長、谷本愛
幹事就任挨拶をさせていただきます。
・今期のローターアクトのターゲットは「繋ぐ」を掲げ活動を進
めて行きます。
・2年前のターゲット「限定回避」、昨年は「東南クオリティ」を
掲げ活動を進めて来ました。
・現在14名の少数の会員で活動して来ていますが、2700地
区からは活発な活動が出来ているとの評価を得ています。今
期も「繋ぐ」で活発な活動を実施して行きますので、ご支援の
ほどよろしくお願いします。

今期一年会長をさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。
松尾 新吾君 矢頭丸の船出を祝します。
佐々木健一君 矢頭会長と鬼倉幹事の新たな門
出を心から祝福します。
西原孝四郎君 当クラブ初の女性会長にエールを
送ります。
濱野 良彦君 矢頭会長、鬼倉幹事、最初の例
会おめでとうございます。
中村 勇治君 ７/９～7/１５山笠はじまります。
矢頭会長期も始まりました。
オイサッ！と走ります。
山笠関係でメークアップが続きま
す。申し訳ございません。
写真ありがとう。
白水ルリ子君
お休みが続きました、申し訳ござ
いません。
鑓水
寛君
写真ありがとう。
合

計

スマイル箱目標額
累

計 １７，０００ 円

１７，０００円
１，３００，０００円
達成率 １，３ ％

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
＜クラブ協議会＞
（７月６日（金）１８時よりザ・マーケットF）
数十年に一度の豪雨、新幹線も西鉄もとまり、
タクシーもつかまらない中、ほぼ全メンバー
出席のもと第１回クラブ協議会が開催されま
した。各委員長の取組みたい項目の発表は
熱意あるすばらしいものでした。
そして引き続き、前会長・幹事慰労会が
松尾新吾前会長のお話と乾杯の音頭で
始まりました。
天候を考慮して早めに閉会する予定でしたが
各テーブルでの話が盛り上がり、非常に楽しく
時間いっぱいまで続きました。
鑓水寛前幹事のお言葉をいただいて、
中村勇治S.A.A.の見事な博多手一本で閉会
致しました。
松尾前会長、鑓水前幹事、一年間本当に
ご苦労様でした。
ありがとうございました。
（鬼倉幹事）
他ロータリークラブへメークアップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やS．A．A．に一言前もって
お断りするのがエチケットです。ご協力ください。
会報・広報委員会 委員長 山﨑正幸 ： 副委員長 門岡慎治 ： 委員 ： 川﨑勝彦：亀山みゆき：伊藤岳史

矢頭美代子会長就任挨拶

２０１８～２０１９年度
会長 矢頭美世子君

●今回、2700地区岡野正敏ガバナーの地区メッセージテーマ「寛容と思いやり そして和の心」、女性の私としては
非常に受け入れ易いテーマだと思っています。
私が、2010年に東南ロータリーに入会した時は、男性が主であり、女性は私くらいだったのが今や、現在は10名/68
名が女性となりました。女性を受け入れて来てくれた皆さまに感謝いたします。
テーマ「寛容と思いやり そして和の心」は女性そのものだと思っています。女性の心理は主人を支えて、主人の夢
を実現するのが自分であると自覚し、女性だから出来ることを徹底的にやることだと思っています。
●毎週の会長報告は7年間コラムをつづって来た「矢頭美世子のひとりごと」、女性経営者としての心理や、物事を
男性から見る目と、女性から見た目について語ったものを紹介して行きます。きっと男性の皆さんは女性の心理が
わかるようになると思いますし、これから女性会員を増員して行く上でも必要だと思います。
それと、男性は結果を出す生き物、女性はプロセスを重要視する生き物と、全く感覚が異なります。これだから男女
共存があると思います。元々ロータリーは男性の文化ですが、その中に女性が入って、和の優しさとか、思いやりと
か、和の心を添えて行きたいと思っています。
●また、コラム以外について、私が時代背景で感じた事、ロータリーに対する考え方等をお話させていただき、「学び
合い、知り合い、分かち合う」をテーマに進めたいと思っています。
●福岡東南ロータリークラブは、男性の素晴らしさ、女性の素晴らしさを相互で分かり合い、一つになって進めて行
ければと思っています。
この1年間、クラブメンバー全員で福岡東南ロータリークラブを盛り上げて行きましょう。

鬼倉潔幹事就任挨拶

２０１８～２０１９年度
幹事 鬼倉 潔君

●前鑓水寛幹事は松尾新吾会長の理念の下、しっかりとサポートして来られました。私は矢頭美世子会長の下
「明るく、楽しいクラブ運営」に努めて行きたいと思っています。
●本日、新体制となって初めての例会運営で色々とスムーズにいかない点もありました、今後、うっかりミス、気配
り等行き届かない面もあるかと思いますが、出来る限り早くスムーズな例会運営が出来るよう進めてまいりますの
で、よろしくお願いします。
他ロータリークラブへメークアップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やS．A．A．に一言前もって
お断りするのがエチケットです。ご協力ください。
会報・広報委員会 委員長 山﨑正幸 ： 副委員長 門岡慎治 ： 委員 ： 川﨑勝彦：亀山みゆき：伊藤岳史

