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“BE THE INSPIRATION”

■本日の例会プログラム

ハーモニカフレンズ・ウェルカムコンサート

●今日の歌（我は海の子）

●濱野さんから、会員の増員についてお願いがありました。
新規加入はもちろんですが、カムバックも期待しています。

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介
●会務報告
●各委員会報告
●卓話
「各委員会委員長就任挨拶第１部」

会長報告
●誕生日が7月9日でしたので、お祝いが一週間続いてます。
毎日おご馳走とケーキを食べてます。ダイエットは明日から始
めます。

■次回卓話（７月 ２７日）予定
「納涼家族懇親会」
１８時：カノビアーノ福岡
※お昼の例会を変更して開催致します。

■前回例会の記録（７月１３日）
◇出席報告
当

日

出席委員長
７月１３日 前 々 回

会員総数
６８名
免除会員数（1２名中） ６名
出席会員数
４２名
ゲ ス ト
０名
ビジター
２名
合
計
５０名
出 席 率
７７．４２％

６月２９日

会員総数
６８名
免除会員数(1２名中） ９名
出席会員数
４２名
メークアップ
９名
欠席会員数
５名
合
計
６５名
修正出席率 ９２．３１％

●砂山 / 中山 晋平

●忘れな草をあなたに

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」
２０日（金）「各委員会委員長就任挨拶」
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

●カタリ・カタリ / カルディロ

今月の行事

ピアノ演奏曲

●シェリート・リンド / メキシコ民謡

●先代の命日になると思い出します。妻であり母、そして会社
では専務と一人三役をこなしていた先代との日々は苦労の連
続ではありましたが楽しい人生でした。『やずや』を設立する前
のこと、元手がなくてもできる仕事として結婚式の司会業をして
いた先代は「土日以外にできること」、「悩んでいる方々に喜ん
でいただけること」「世の中のお役に立てること」の三拍子が叶
えられる健康食品の仕事も始めました。これこそが、現在の『
やずや』の原点になりました。子供達が幼い頃は、子守をしな
がら電話番をしました。それからは「野菜不足を補ってほしい
！」先代の想いを込めた自社製品「養生青汁」。炊飯器に“ポ
ン”と入れるだけで簡単、美味しいをモットーに小袋にした「お
達者勇吉」。酸っぱくない酢を世の中に出したいと言う先代の
挑戦をカタチにした「熟成やずやの香醋」。次々と多くの人のご
支持を受けて一気に日本全国に広まっていきました。
しかし、大きな夢を描いていたその頃「先代の突然の死」という
現実が私に突きつけられました。何もかも嫌になり会社を経営
する気力すら失いそうになりました。その後「先代の夢を私が
実現させる」道を選んでからは、自分の心が入った商品を作り
たい。という想いから一般の生活をする中で消費者目線で物
を見ることを心がけ、商品開発をしてきました。
そして毎月の挨拶文を書く習慣を今日まで続けています。

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

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました！

理事会報告
●7月6日(金)開催の理事会報告
・2018-2019年度の予算案が承認されました。
・50周年記念事業の組織と名簿案が承認されました。
・ネパールプロジェクト事前準備のための費用支出が承
認されました。

幹事報告
●会費の請求書を発送しておりますので、7月31日までに
納入ください。

各委員会報告
<親睦委員会 / 清原一貴委員長>
●7月27日（金）はお昼の例会を18時に変更して、「納涼
家族懇親会」となっておりますのでご家族お誘い合わせの
上ご出席下さい。本日出欠締め切りです。

１日
９日
２３日
２８日

７月の誕生祝 『おめでとうございます！』
中山拓哉会員
７日 田中浩会員
矢頭美代子会員 １４日 鬼倉潔会員
ﾆｯｸ・ｻｰｽﾞ会員 ２６日 漆間道宏会員
濱野良彦会員
３１日 井上秀文会員

藤村やよい君（博多イブニグRC)
本日はお世話になります。
井上 正君 我がクラブ初めての美人で優秀経営
者の会長 この一年間頑張って下さい。
田中 弘通君 7/11PETの検診に行ってきました。
１４年間何も変わらず、只、血糖値と頭
の悪いだけだそうです。毎日に感謝！
長
明君 弊社で在庫しているサルバドール・ダリ
のジュエリー３６００全店あまりを処分
する件で世界のオークション会社で有
名なクリスティーズの会長であるオース
トリアのゲザフォンハップスブルグ大公
に７日岡山で会う為６日から新幹線が
不通なので、車を飛ばし豪雨の中、４０
０km余り岡山まで行って来ました。幸い
７日夜にはお会い出来８日夕方に無事
福岡へ帰る事が出来ました感謝です。
清原一貴君 ２７日の納涼家族懇親会美味しいお料
理を用意してお待ちしております。多数
のご参加を宜しくお願い申し上げます。
松本仁告君 鬼倉さん先週は大変お世話になりました。
濱野良彦君、鬼倉 潔君、矢頭美世子君、田中 浩君
ニック・サーズ君
誕生祝いありがとう。
原田実樹宜君、佐伯 享君、門岡慎治君、津上賢治君
早退します。
合

計

４０，０００円

スマイル箱目標額
累

計 ５７，０００ 円

１，３００，０００円
達成率 ４，４％

<ロータリー財団委員会 / 見元伊津子委員長>
●4名の方にポール・ハリス・フェローのピンが届いてます。
会長よりお渡しいただきます。

井上 正会員
坂本文比古会員
三笠 和雄会員
濱野 良彦会員

（ｻﾌｧｲﾔ１）
（ｻﾌｧｲﾔ１）
（ｻﾌｧｲﾔ２）
（ｻﾌｧｲﾔ３）

2018-2019年度理事並びに委員会委員長就任挨拶
<クラブ奉仕担当Ａ理事 土井通誉理事>
昨年に引き続き担当します。ロータリークラブには「入て学び、出でて奉仕せよ」と言う
言葉がありますが、「入て学び」がクラブ内の親睦活動に、「出でて奉仕せよ」がクラブ
外での奉仕活動にあたります。
クラブ奉仕担当Aは出席、親睦、プログラム、資料の４つの委員会からなっています。
４つの委員会が提出している方針を実現できるようにしていくことが私の仕事と考え
ています。楽しく学んでそして活気のある例会づくりを目指しています。
どうぞ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

<クラブ奉仕担当Ｂ理事 濱野良彦理事>
クラブ奉仕担当Ｂの役割は、クラブの基盤づくりと色々な活動(会員増強、
会員の教育など) を支えることと思っています。
また、クラブ奉仕担当Ｂの役割は、長期計画委員会でも議論してきた「当ク
ラブのありたい姿」と直結する事項と思っています。
さらに、50周年記念事業も担当します。
どうぞよろしくお願いします。

<社会奉仕委員会 川添克子理事>
矢頭会長の方針を受け、４つの活動を実施します。
・ハーモニカフレンズ演奏会活動を４回実施します。癒しと元気を提供して
いきます。
・また、ウェルカムコンサートも第二金曜日に実施する計画です。
・シティマラソンのボランティア活動も引き続き実施します。
・こども病院にリハビリ用おもちゃを提供していきます。
・また、皆さんに対してアンケート調査をさせていただき、社会奉仕の機会
を増やしていきたいと考えています。

<青少年奉仕委員会 木下敏之理事>

ローターアクトをじっくり支援していきます。
現在会員は14名ですが、増員して20名を目標に活動していきます。
まだ、男女のバランスを改善できればと思っています。

<職業奉仕委員会 河内美香理事>
加入間もない私ですが、思い切りやっていきたいと思っています。
皆さんの教えを受けながら、活動していきます。
どうぞよろしくお願いします。

<米山記念奨学会 浅野秀樹委員長>
本会の目的は、米山の制度を理解していただいて寄付金を募ること及び
奨学生の面倒をみることです。
１０月は米山月間になっています。その時に米山梅吉とポール・ハリスの
時代背景などをお話ししたいと思っています。
寄付金については、三笠さんから10万円いただきました。大変ありがとう
ございました。
また、カナダトロントで6月開催された世界大会の報告がありました。

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

