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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

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

会長報告

■本日の例会プログラム

●来週が会長として最後の例会になりますので、その時に
しっかり話をさせて頂きます。
●曽屋会員のお陰で広い会場で例会ができている。感謝。
●濱野実行委員長、村瀬会員から当クラブに台湾国旗の寄
贈がありました。今後、台湾から姉妹クラブでお見えの際には
これを掲揚します。

●ロータリーソング（それでこそロータリー）
●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
「２０１９年度会長・幹事退任挨拶」
会 長
幹 事

佐々木健一君
松尾 幸靜君

■次回卓話（７月３日）予定
「２０２０年度会長・幹事就任挨拶」
会 長 長谷川裕一君
幹 事 村瀨 廣記君

●2020~2021年度第2700地区組織において、委嘱状が届き
ましたのでお渡しします。
ロータリー情報委員会委員 鑓水 寛会員
ローターアクト委員会委員 中村勇治会員

■前回例会の記録（６月１９日）
◇出席報告

当

日

出席委員長

６月１９日 前 々 回

会員総数
７２名
免除会員数（１１名中） ８名
出席会員数
４５名
ゲ ス ト
３名
ビジター
０名
合
計
５６名
出 席 率
８６．８９％

６月５日

会員総数
７２名
免除会員数(1２名中） ０名
出席会員数
０名
メークアップ
０名
欠席会員数
０名
合
計
０名
修正出席率
０％
「ロータリー親睦活動月間」
５日（金） 「休会」
※新型コロナウイルス感染拡大により

● ダニー・ボーイ / アイルランド民謡
ピ ●「道」より ジェルソミーナ
ア
ノ ●カタリカタリ / カルディロ
演
奏
曲 ●アカシアの雨がやむとき/ 藤原秀行

今
月
の
行
事

定例理事会１３時３０分～３階卯月
１２日（金） 誕生祝
１９日（金）クラブ協議会（例会終了後）
２階 レッドローズ
２６日（金）「会長・幹事退任挨拶」
次期クラブ協議会 （例会終了後）
今期クラブ協議会懇親会：１８時

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

松尾新吾会員より

卓 話

●再度のご連絡です。2月8日の記念式典の前に櫻井よしこ
氏を訪ねたところ、「言論テレビ」の会員加入のお願いがあり
ました。本日、先週の例会欠席者にはご案内のチラシを配布
しています。意義ある内容であり、是非ご加入ください。
また、入会された方は、小崎さんか事務局にご連絡下さい。

「世界自然遺産『屋久島』の魅力と現状」
鹿児島県福岡事務所 所長 金子 昭広様

(公財)屋久島環境文化財団 事務局長 高良 尚男様
〃

課長補佐 田中 陽子様

幹事報告
●定款細則の変更について理事会の承認済。会員総会
に先立ち各会員のお手元に原案を配布し、4月24日期限で
ご意見を募りましたたが、ご意見は届いておりません。
来週の例会に会員総会を開催し、7月1日からの実施予定。
●熊本・大分地震に関する支援報告書が届きました。事務
局に置いていますので、ご覧下さい。
●本日１９日例会終了後、クラブ協議会を3階ボールルーム
で開催します。理事・役員・各委員長はご出席下さい。
●26日(金)18時～理事・役員・各委員長との懇親会を3階
ボールルームで開催しますので、ご出席下さい。
●退会者
3月 瀧澤信一郎会員 伊藤岳史会員
石田保之会員

吉田拓会員

6月 松本仁告会員

・屋久島の魅力をお伝えします。
・九州最南端から南方へ60キロ。鹿児島から高速船で2時間、
福岡から飛行機で1時間です。
・北九州市ほどの面積に九州最高峰の宮之浦岳（1936m)を
主峰とする標高千ｍ以上の山岳が連座しています。
・海岸は亜熱帯気候。山頂は年平均で10度未満。積雪あり。
降水量が多く、平地で4500ミリ、山頂で1万ミリ
(福岡で1800ミリ)。
・日本初の世界自然遺産登録地、世界最古の縄文杉、日本
有数のウミガメ産卵上陸地、10の日本百選に輝く国立公園、
特産；ぽんかん・たんかん・屋久杉加工品など。

次期幹事報告
●古賀次期ガバナーから新年度7月以降、第一例会時に
ロータリーの歌（2700地区のマーチ）を斉唱して欲しい旨、
ご依頼がありました。
具体的には次週の例会時にご報告いたします。

＊＊＊動画の視聴＊＊＊
・自然と人とどう共生していくかという課題もあります。
鳥獣被害、ウミガメ保護、登山道の荒廃・し尿処理費の増加
など。
・寄付金や賛助企業の募集もしていますので、ご協力いただ
ければありがたいです(リーフレット等配布）。

各委員会報告
＜親睦委員会；中村副委員長＞
●6月13日ゴルフ会、北山カントリークラブにて開催しました。
優勝は松尾幸靜会員。
＜ネパールプロジェクト；深澤委員長＞
●先週資料を配布済。この自粛期間中に先方とのやり取り
があり、2つの寄付が実行されました。
プロジェクトは始まったばかりです。また結果が見えてきまし
たらご報告します。

小野会員退会のご挨拶
6月24日をもって銀行を退職することに
なりました。1年8ケ月大変お世話になり
ました。50周年に参加できたのが思い
出になっています。
ご交誼を頂き、ありがとうございました。

＜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 / 末秋会員＞
佐々木健一君 ほぼ４ヶ月ぶりの例会開催 ６/１２コロ
ナ記念日として忘れない様にしたいと
思います。参加いただいた方に心から
感謝致します。
松尾 幸靜君 コロナを乗り越え、きょうからソロリと
行きましょう。
矢頭美世子君 お久し振りです。皆様にお逢いするの
を楽しみにしてました。
本山 茂夫君 お久し振りです。会長マスクありがとう
ございました。
田代 幸英君 ３月に福岡空港より奈多ヘリポートへ
移転しました。４月から心機一転コロナ
に負けず、頑張ります。
坂本文比古君 佐々木会長、マスク有難うございまし
た。
田中 浩君 皆様お久しぶりですお元気でしたか？

『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

磯本 昌章君

再開を心待ちにしていました。皆様の顔
を拝見できて大変うれしいです。
新納 洋君 本日、検温カメラを寄贈させて頂きまし
た。
福迫 隆君 皆様お元気でしたか？
１６週（１１２日間）のご無沙汰でした。
今日から又、楽しく頑張りましょう。
長谷川裕一君 次年度古賀修二ガバナー補佐を歓迎
致します。
１、みなさんのお元気な姿に
２、遠州流茶道師範大野先生の講話
楽しみにしています。
松本 仁告君 このたび一身上の都合により６月１２日
をもって退会致します。短い間でしたが
大変お世話になり有難うございました。
会員皆様のご健勝と福岡東南ロータリ
ークラブのますますのご発展を心より
お祈り申し上げます。
原田実樹宜君、磯本昌章君、福迫 隆君、長野益徳君
西原孝四郎君、大格 淳君、松尾新吾君、小林 宰君
石川 哲也君、白水ルり子君、片山健二郎君
誕生祝ありがとう。
（６月１９日）
佐々木健一君 磯本さん久しぶりの楽しいテーブル会
有難うございました。大阪屋のおかみさ
んにも会えて大変盛り上がりました。
ゴルフ会で初の敢闘賞を受賞しました。

松尾 幸靜君

小野

哲君

新納

洋君

田中 雄二君
清原 一貴君
松藤

浩君

Cテーブル会

磯本 昌章君
筒丸 貴行君
原田実樹宜君
合

７０才を過ぎてから人徳のゴルフを目
指しております。先日の当クラブのコン
ペでは真っ直ぐにOB方向に飛んで行
ったボールが見事木の枝に当たり戻っ
て来ました。結果見事に優勝すること
が出来ました。
今月末で退会致します。
１年８ヶ月と短い間ではありましたが、
大変お世話になりました。
感謝申し上げます。
磯本さんテーブル会お世話になりまし
た。
我がクラブの例会が楽しいので、皆勤
する事ができました。（感謝）
皆様お久しぶりです。お顔を拝見でき
て嬉しいです。
誕生日、創立記念日表彰ありがとうご
ざいました。
６/１７Cテーブル会でよさんがあまりま
したのでスマイルに入れさせて頂きま
す。
６/１７Cテーブル会大変楽しかったで
す。会長・幹事有難うございました。
誕生祝ありがとう。
早退します。
計

スマイル箱目標箱
累計 ８２９，９９２円

１１７，８１０円
１，３００，０００円
達成率６３．８％

Cテーブル会報告
６月１７日（水）Cテーブル会は佐々木会長、松尾幹事にご参加頂き、テーブルメンバーは全員参加のテーブル会
を行いました。会長、幹事有難うございました。会場は中洲の大阪屋さんでした。がめ煮、はかた雑煮などの
郷土料理、いかの活き作り、さらに自衛隊ブルーインパルス記念の焼酎など、大変満足な会でした。皆さん、会食は
数か月ぶりのため、大変話も弾みました。自粛状態の報告から、国際情勢に至るまで、何せ数ヶ月の話をされ、
大変盛り上がりました。会場はプラスチックのシールドで正面同士、飛沫が飛ばないように工夫されたテーブルでした
ので、瓶ビールのお酌はできませんでしたが、皆手酌で「新時代の宴会」を実践して参りました。 （磯本）

『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

