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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

会長報告

●ロータリーソング（四つのテスト）

●お礼メール、お礼状のご紹介

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

①大楠地区幹事から、先週の灘谷ガバナー公式訪問の際の

●会務報告

お礼。「暖かくお迎え頂き、心から御礼申し上げます。」

●各委員会報告

②川添会員（休会中）から、本社ビル移転に際してのお祝い

●誕生祝

（幸福の木）へのお礼。
「皆様のお心遣いに感謝申し上げます。」

●卓話
「米山記念奨学会の現状」
「米山梅吉は本当に日本のロータリーの
父だったのか？」
米山記念奨学委員会
委員長 浅野 秀樹君

■次回卓話（１０月１８日）予定
「スポーツの成長産業化と九州経済」
公益財団法人九州経済調査協会
調査研究部 次長 大谷 友男様

◇出席報告
日

１０月４日

会員総数
７４名
免除会員数（1２名中） ６名
出席会員数
４６名
ゲ ス ト
２名
ビジター
１名
合
計
５５名
出 席 率
７６．４７％

出席委員長
前々回

９月２０日

会員総数
７４名
免除会員数(1２名中） ５名
出席会員数
３９名
メークアップ
１８名
欠席会員数
５名
合
計
６７名
修正出席率 ９２．５４％

● セレナーデ / シューベルト
ピ ●パリの空の下 / Ｈ・ガラウド
ア
ノ ●煙が目にしみる
演
奏 ●あの素晴らしい愛をもう一度
曲
/ 加藤和彦

幹事報告
●本日、末永直行パストガバナーの特別追悼号を配布して
おります。
●本日例会終了後、３階卯月にて定例理事会を開催します。
●10月6日（日）福岡東南ローターアクト公式訪問が11時15分
よりJR九州本社７階にて開催されます。会長・幹事は出席しま
すが、青少年奉仕委員会、ローターアクト委員会の出席をお願
い致します。事前登録が必要です。
●前年度の地区大会のDVDを事務局に置いているので、ご覧
になる方は、事務局までお願いします。
●2019～2020年度国際ロータリー第2700地区地区大会事務
局が開設されましたので、掲示板に掲示しています。

各委員会報告

■前回例会の記録（１０月４日）
当

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

＜松尾50周年統括本部長＞
●50周年支援募金について
・本日配布の資料をご参照ください。
・来年の記念事業に向け、準備委員会、実行委員会が合計
９回行われました。
・収入費用を見積もったところ、現時点では、750万円の不足。
・スマイルボックスからの補填も考えられるが、これは極力抑
制したく、ついては、会員皆様からの寄付を募らせて頂きたい。
・既に、５名の方からたくさんの振込みを頂いています。
・皆様も１２月末までに、何卒宜しくお願い致します。

「経済と地域社会の発展月間」 「米山月間」
ロータリー学友参加推進週間
（１０月７日を含む１週間）

今
月
の ４日（金） 定例理事会（例会終了後）
行 ６日（日） 福岡東南ＲＡＣ公式訪問
事 １１日（金） 誕生祝

２５日（金）創立５０周年記念実行委員会

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

＜社会奉仕委員会：中村委員長＞

卓話

●11月10日（日）福岡マラソンボランティアについて
・既に多数のお申し込みを頂いています。

「イニシエーションスピーチ」

・10月25日（金）例会終了後、説明会を実施します。

会員 山下 未笑君
(有)セレーノ・コーポレーション
代表取締役

＜親睦ゴルフ会＞
・次回ゴルフ例会のご案内
・11月23日（土）北山CCにて。多数のご参加をお願いします。
＜ワイン同好会；世話人 曽屋会員＞
・11月6日（水）18時～グランドハイアット福岡２階
ドローイングルームにて
・キノコなど秋の味覚やジビエ料理などを楽しんで頂きます。
＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございました！
＜例会運営委員会/ 伊藤桜子会員＞

佐々木健一君 中村勇治さん、伊藤岳史さん、アイル
ランド戦勝利おめでとうございます。
感動しました！
土井 通誉君 創立５十周年記念座談会にご出席い
ただきました。井上 正様、松藤 浩様
福迫 隆様、田中雄二様、およそ１００
分に及ぶ長時間の座談会、本当にお
疲れ様でございました。おかげでクラ
ブの思い出話にとどまらず、ロータリ
ーの原点からＲＩの現状に対するご意
見まで、多岐に渡りお話を承ることが
できました。心より感謝申し上げます。
また、録音及び３４ページという膨大
な分量の文字お越し作業を、担当し
て下さった本山会員、本当にお手数
をおかけしました。有難うございました。
濱野 良彦君 鬼倉さん、先日は何から何までお世話
になりました。有難うございました。
田代 幸英君 9/28長崎大学工学部土木工学科創立５
０周年記念式典に出席しました。アイル
ランドに日本が勝利した日と重なり、忘
れられない記念日となりました。
中村勇治君（ラグビーの伝道師）
世界ランキング２位の優勝候補アイルラ
ンドに、日本が勝ちました！！
静岡だったので、残念ながらＴＶ観戦で
したが、ＴＶの前で感動で号泣してしま
いました。日本代表はプール戦あと２試
合。明日のサモア戦と１３日のスコットラ
ンド戦です。全勝でプール戦勝ち上がり
優勝目指せ！今週は、水曜日に大分で
ニュージーランド対カナダ戦を観戦し（５
試合目）会場でニックさんと会えました
！明日は大分でオーストラリア対ウルグ
アイ戦を観戦後、日本対サモア戦をＴＶ
観戦！！皆さんも、日本代表の応援よ
ろしくお願い致します。
長谷川裕一君 誕生祝いありがとう。
鑓水
寛君 早退します。

・長崎県南島原市生まれ
・現在；福岡市南区高宮在住
①幼少期～OL時代
「褒められて伸びる、３ツ子の魂100まで」
・３才の頃、山本リンダのまねが得意で、これが褒められて伸
びる下地となりました。
・九州大谷短大の演劇放送コースを卒業。
・3年ほど会社勤めの後、1989年～フリーMCに。
・イベント、ブライダルで2000以上の現場やTNC,FBS等でス
ポーツ、グルメ等のレポーター、専門学校講師などを経験。
・資格；日本語講師、葬祭ディレクターなど多数。
・趣味；ヨガ、瞑想、茶道など「静」の部分も。
②起業後、お困りごとを解決しながら変化変容
・法人化後、専門学校等への講師派遣、様々なお困りごとの
解決から、最近は企業の研修も引受けるようになりました。
・現在の事業の紹介としては、
～「ツカエール」(教育プログラム)；企業の困りごとを聞きなが
らカリキュラムを作るなど、使える人材を育て、長期的に企業
を応援支援していくプログラム。
～「ツカエールプレミアム」(スペシャリスト育成プログラム)；
グローバル人材、介護、看護、営業、講師育成など。
③志をともに
・これから日本にやってくる外国人のために、次の未来の子供
たちのために、日本人らしい姿を浮き彫りにしながら、海外の
人を受け入れ、素晴らしい人間関係を作ることができるように
すべく、活動していきたいと考えています。
・その志をともにできる方が、たくさんこのロータリーにもいら
っしゃると思っています。
・皆様と一緒に頑張っていきたいです。
岡

弥生君 ラグビーワールドカップのニュージ－ラン
ド対カナダ戦を観に大分に行ってきました
杉の井ホテルに宿泊したところニュージ－
ランド代表も同じホテルに泊っていました
たくさんサインをもらいました。ジョーディ
－バレットと言う選手が娘にＴシャツをくれ
ました。家宝にします。
合

計

１６，０００円

スマイル箱目標箱
累計 ３１６，１００円

１，３００，０００円
達成率 ２４，３％

『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

