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ROTRY CONNECTS THE WORLD

例 会 場 ／ グランドハイアット福岡
例 会 日 ／ 毎週金曜日 １２：３０

■本日の例会プログラム

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

会長報告

●君が代

・会長挨拶は後ほど

●ロータリーソング（それでこそロータリー）

・ゲスト、ビジターのご紹介

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介
●会務報告
●各委員会報告

幹事報告

●卓話

●本日28日（金）18時からクラブ協議会を博多水
炊き濱田屋本店にて開催。2018年度の各委員会
実績をご持参下さい。

「会長・幹事就任挨拶」
会 長
幹 事

佐々木健一君
松尾 幸靜君

●各テーブルに15RC会員名簿を配布しています
ので、各自校正をお願いします。
■次回卓話（７月１２日）予定

●1年間受付のお手伝いを頂いた山口さん、ピアノ
演奏をして頂いた三好さんに会長からお礼を渡し
てもらいます。

「理事就任挨拶」

■前回例会の記録（６月２８日）
◇出席報告
当

日

６月２８日

会員総数
７１名
免除会員数（1２名中） ５名
出席会員数
４９名
ゲ ス ト
２名
ビジター
１名
合
計
５７名
出 席 率
８４．３８％

出席委員長
前々回

６月１４日

会員総数
７１名
免除会員数(1２名中） ３名
出席会員数
３９名
メークアップ
１７名
欠席会員数
３名
合
計
６２名
修正出席率
９５．１６％

● オー・ソレ・ミオ / カプア
ピ
ア ●愛のあいさつ / エルガー
ノ
演 ●ジョニイへの伝言 / 都倉俊一
奏
曲 ●見上げてごらん夜の星を / 中村八大

今
月
の
行
事

５日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会：例会終了後 ２Ｆ弥生
クラブ協議会：１８時ザ・マーケットエフ
１２日（金） 誕生祝 「理事就任挨拶」
１９日（金）創立５０周年記念実行委員会
例会終了後：２Ｆ弥生
２６日（金）「納涼家族懇親会」
１８時：３階 ボール・ルーム

四
つ
の
テ
ス
ト

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

副幹事報告
●6月21日（金）次期理事会報告
～理事・役員・委員一覧表の変更点～
・会員増強委員に原田会員、白水会員を加える

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました。
＜例会運営委員会 / 筒丸会員＞

一年間ありがとうございました。
無事、会長を終える事ができました
のも皆様のあたたかい応援のお陰
に変更
です。
鬼倉
潔君
一年間、幹事としてご迷惑をおかけ
～その他～
した事と思います。
・津上委員の職業分類を「大学」に
皆さん有難うございました。
中村 勇治君
土井さん、写真ありがとうございます。
●理事・役員・委員一覧表を本日配布しております。
矢頭会長、鬼倉幹事、１年間お疲れ
各自委員会の確認をして下さい。
様でした。皆様のご協力で無事に過
ごせました。
●7月5日（金）例会終了後、定例理事会を開催しま
濱野
良彦君
矢頭会長、鬼倉幹事一年間ご苦労さ
すので理事会メンバーはご出席ください。
までした。
尚、当日18時から、グランドハイアット福岡1階ザ・
長谷川裕一君
矢頭会長一年間ご苦労さまでした。
素敵な卓話有難うございました。
マーケットエフにてクラブ協議会を開催します。
伊藤
岳史君
矢頭会長、鬼倉幹事一年間有難う
理事、役員、各委員長はご出席ください。
ございました。
磯本 昌章君
６/２６出席委員会の一年間ご苦労
様会がありました。大変楽しかったで
各委員会報告
す。一年間門岡さん委員長有難うご
ざいました。
伊藤
桜子君
出席委員の懇親会楽しかったです。
＜親睦委員会：曽屋次期委員長＞
門岡さん、美味しいお店に連れて
行って下さってありがとうございまし
●7月26日（金）18時から、お昼の例会を変更して
た。
納涼家族懇親会を３階ボールルームにて開催し
新納
洋君
一年間社会奉仕活動へのご協力有
難
うございました。
ます。本日案内状を配布していますのでご確認く
深澤 良信君 ネパールグローバル補助金の申請
ださい。
書がやっと完成して次のステップに進
むことができました。本部での審査も
大変そうですが、取りあえずひと区切
りつきました。皆々様方のご支援、ご
＜ネパールプロジェクト；深澤委員長＞
協力の賜物です。どうも有難うござい
●グローバル補助金申請書を書き終え、一区切り
ました。ご支援、ご協力の賜物です。
どうも有難うございました。
つきました。
これからも宜しくお願いします。
１８万ドル（約２千万円）の助成金の申請をしました。 津上 賢治君 深澤さん、ネパール・グローバル補助
金申請が完了誠におめでとうござい
これから審査がはじまります。皆様のご支援、ご協
ます。深澤さんの尽力に心より敬意
を表します。また河内さんにも法的な
力に感謝いたします。
面、手続き面で色々とご尽力頂き有
難うございました。
大格
淳君 清元発表会の写真、大変有難うござ
いました。お陰様で無事終了致しまし
合
計
５４，０００円
た。
池内比呂子君 メークアップが続きました。
スマイル箱目標額
１，３００，０００円

・米山記念奨学会委員会の副委員長を亀山会員

累

計

８９６，０３０ 円

矢頭美世子君

達成率 ６８．９ ％

『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”
『目標：ＴＡＲGET』 “奉仕活動のトップランナーになります！”
ＩＴ・ 会報・広報委員会 委員長 本山茂夫 ： 副委員長 大格淳 ： 委員 ：石川哲也・石田保之・伊藤岳史・熊手幹彦・瀧澤信一郎

＜鬼倉幹事＞

退任挨拶
＜矢頭会長＞

～この一年～
・会員；昨年７月６８名＋入会９名－退会６名＝７１名。
８０名になることを期待したい。
・年齢層；平均６４才。３０代０に。４０代１０名。８０代８名。
・スマイルボックス；目標130万円のところ先週まで80万円。
・あっという間の1年。ありがとうございました。
・地区補助金；福岡市立こども病院にリハビリ玩具を寄贈。
・鬼倉幹事、中村SAAそれぞれしっかりしていて、また皆さん ・出席率；９４．９％ クラブに出席、親睦が優先。
メークアップ出席した先でもできるだけ最後までいて下さい。
がやさしくして下さって幸せでした。
・ロータアクト；昨年１４名→９名（女性１名）。
今後協力要請があると思います。
・会長になって、ロータリーの凄さがわかりました。
・西日本豪雨義援金；５万７千円
・会社と違い、メンバーがお金を出し合っている関係の中で、 ・資料委員会の土井委員長が創立以来の会員名簿を作成
大変手間がかかったことと思います。
世界的な組織、システムとなっているのです。
・福岡マラソンボランティア；５回目。２０名参加。
・ロータリーに参加することで、いろんな交流の機会に接し、 ・米山奨学生；マーク君（米国）がみえた。大切にしたい。
いろんな考えを学び、育っていきます。
～退任挨拶～
・委員も実際やってみないと、その価値に気づくことはあり

ません。
・皆さんもいろんな役割を依頼されたら、「はい。喜んで」と
応えましょう。
・7月から佐々木副会長に引き継ぎます。
・これからやりたいことがいっぱいあります。

・矢頭会長に感謝。生れて初めて女性上司に仕えました。
・しばらくして、会長の母親的な優しさに気づき、楽しくなって
きたし、勉強になりました。
・唯一お叱りを受け、怖かったことがあります。
北九州での地区大会で、当クラブの出席が非常に少なく、
幹事として責任を感じました。
・ロータリーの活動のメインが地区大会であり、そこには絶対
皆で行こう、という思いでいきましょう。

・それは事業というより、ボランティアの色彩が強いものが多

・中村SAAには、いつも笑顔でスムースな例会運営をしてもら
い、ありがとうございました。
いのですが、それにはロータリーのシステムが勉強になっ
・理事の皆さんには積極的に意見交換していただきました。

ています。

・これからもご指導いただきながら、皆さんと夢を描いていき ・なんといってもネパールプロジェクト。今回、補助金申請が
できました。膨大な資料の作成が必要であり、2700地区
たいです。
はじめてここまでこぎつけられたのは、当クラブの誇りです。

・1億円規模のプロジェクトであり、今後も皆で頑張っていきた
いと思います。プロジェクトのメンバーに感謝します。

＜中村SAA＞

・委員会の簡素化をした一方、新規にネパールプロジェクト
委員会、姉妹クラブ委員会をつくりました。

・春は海の中道での松の植樹。秋は福岡マラソンボランティア
という形ができました。
・30年ぶりの年会費の改定をしました。
・各委員会、委員の皆さんごくろうさまでした。

・1年間ありがとうございました。

・特に村瀨委員長のプログラム委員会には、実に興味深く、
勉強になる卓話をしていただきました。

・皆様のご協力のおかげで、例会進行が恙なくできました。

・なにより、幹事としては手島さんにお礼を申し上げたいです。

・次回からゆっくりお昼を食べます。

・ありがとうございました。

『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”
『目標：ＴＡＲGET』 “奉仕活動のトップランナーになります！”
ＩＴ・ 会報・広報委員会 委員長 本山茂夫 ： 副委員長 大格淳 ： 委員 ：石川哲也・石田保之・伊藤岳史・熊手幹彦・瀧澤信一郎

