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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

長谷川 裕一

津 上 賢 治

村 瀨 廣 記

2020～2021年度国際ロータリーのテーマ

ROTRY CONNECTS THE WORLD

令和２年７月１７日（№．３） No．２２９１

■本日の例会プログラム

●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

「各委員会委員長就任挨拶第２部」

■次回卓話（７月２４日）予定

「休 会」定款第７条第１節Cにより

■前回例会の記録（７月１０日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ７月１０日 前々回 ６月２６日

会員総数 ６７名

免除会員数（９名中） ５名

出席会員数 ５０名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ２名

合 計 ５７名

出 席 率 ８７．３０％

会員総数 ７２名

免除会員数(１１名中） ８名

出席会員数 ４５名

メークアップ １６名

欠席会員数 ０名

合 計 ６９名

修正出席率 １００％

●砂山 / 中山晋平

●帰れ ソレントへ / クルティス

●島 唄 / 宮沢和史

●五番街のマリー

３日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会：例会終了後ボールルームA

クラブ協議会：１８時八仙閣本店
１０日（金） 誕生祝 「理事就任挨拶」
２４日（金）「休会」祝日につき
３１日（金）「納涼家族懇親会」

１８時：３階 ボール・ルーム
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会長報告

幹事報告

まずは今回の豪雨によりお亡くなりになった方々70名に心より
お悔やみ申し上げます。

熊本、長崎、大分、佐賀、久留米、大牟田、広域に渡り、大変
な被害がでています。

明日は我が身と常に考え、奉仕の精神を大切にし、我がロータ
リークラブが奉仕活動のトップランナーになるという志を持ち続
けたいと思います。

まずは回りの会員を大切にし、明るく楽しい福岡東南ロータリ
ークラブの会員であることを共に讃えあっていきましょう。

７月３日理事会報告
・日台ロータリー親善会議福岡大会は来年3月に福岡大会開
催予定です。

・運営資金支援金依頼が理事会にて承認されました。

今期の予算の承認もおりましたので、盆明けに理事会で承認
し、その後例会で報告します。

・3名の会員候補者が承認を得ました。

・台北中央ロータリークラブから豪雨お見舞いメッセージをい
ただき、後日長谷川会長名にて返信します。

・８月７日（金）第４グループガバナー補佐を囲んでのクラブ協
議会を例会終了後開催致しますので、理事・役員・各正副委
員長、新会員は義務出席になっておりますので出席下さい。

・１０月３１日(土）日本のロータリー100周年記念事業開催の
柳川川下りはコロナの影響で中止となりました。

■次々回卓話（７月３１日）予定

「納涼家族懇親会」

１８時：グラドハイアット福岡３階
ザ・グランド ボールルーム

（※お昼の例会を変更して開催）
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『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 磯本昌章 ： 副委員長北川忠嗣 ： 委員 ：川崎勝彦・池内比呂子・西 洋一・田代幸英・小林 宰

各委員会報告

＜親睦委員会：曽屋委員長＞

・７月誕生祝

理事並びに各委員長就任挨拶

７月の誕生祝 「おめでとうございます！」
１日 中山拓哉君 ７日 田中 浩君
９日 矢頭美世子君 １４日 鬼倉 潔君
２３日 ニック・サーズ君 ２８日 山下恒夫君
２８日 濱野良彦君 ３１日 井上秀文君

＜ネパールプロジェクト；深澤委員長＞

・ネパールGGプロジェクト実施サイト周辺に居住する
困窮世帯の支援について

微力ではございますが、会計として会長幹事をしっかり支え、
少しでも皆様のお役に立てる様、諸先輩方のお知恵をお借り
しながら、務めていきます。
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

会 計 伊藤桜子会員

コロナ禍にて、クラブの奉仕活動が制限される中、例会に出
席していただき交流していただくことが大事かと思っておりま
す。
また、今後はZoomを使用した会議も考えています。
マイロータリーの登録もお願いします。

会員増強・選考委員会、ロータリー情報委員会、 IT・会報・広

報委員会、クラブ資料委員会を所轄しております。本年度は
特に会長も力を入れています会員増強を主軸に、また内外に
問わず情報をデジタル化しWebで提供できるよう各委員会で
進めていきます。

S.A.A. 新納 洋会員

クラブ管理運営 /  本山茂夫会員

・７月３１日（金）１８時よりグランド・ボールルーム
にて納涼家族懇親会開催
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クラブ奉仕 /  門岡慎治会員

出席委員会、親睦委員会、プログラム委員会の方々と活動を共
にしております。3つの委員会をタイムリーな情報交換のもと共有
を図っていきたいです。まずは例会出席からと思いますが、今後
はコロナを意識したリモート例会運営も協議していきたいです。
親睦委員会は31日には納涼家族懇親会を、12月には忘年会を
6月には慰労会を企画しております。
皆さんで一緒に盛り上げて、親睦を図っていきましょう。

昨年までロータアクトを支援してきましたが、今年からロータ
アクト委員長職がなくなり、青少年奉仕委員会でみることにな
りました。未来のロータリアンに導けるように頑張りたいと思
います。

また、ロータアクトも人数が少ないので、皆さんの推薦を宜しく
お願い致します。

職業奉仕とは何かを会員の皆さんに理解いていただくことが
大切だと思っています。配布資料のように、職業奉仕につい
てはロータリアンの皆さまが自説をご披露していますので、色
々な考えがあることを理解していただきたいです。

また、昨年、アイランドシティのアイランドアイへの職場訪問を
実施できなかったので、今年は実施したい。
最後に卓話の時間にVTRを流して、色々な職場があることを
知っていただきたいと思います。

例会等を通じて、各委員会の頑張りを把握し、自分自身も東
南ロータリークラブの素晴らしさを感じ取りながら、80名の会
員増強に向け頑張っていきたいと思います。

今回GGプロジェクトは国際ロータリーから承認も受け、資金
も振り込まれていますが、実はまだ何も動いておりません。

コロナの状況もありなので、プロジェクト周辺の皆さんの不安
も払拭しつつ、今から動き始めます、

また、ネパールのカウンターパートであるマディアプールロー
タリークラブの10周年記念式が開催され、リモートで参加し、
スピーチを行い喜んでいただけました。
引き続き皆さま方のご支援を宜しくお願い致します。

青少年奉仕委員会 /  中山 拓哉会員

職業奉仕委員会 /  土井通誉会員

会員増強・選考委員会 / 大格 淳会員

ネパールプロジェクトGG委員会 / 深澤良信会員
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プログラム委員会/ 木下敏之会員

今期は卓話を29回予定しております。昨年入会した方8名の

スピーチが未だ残っておりますので、できるだけ優先してやり
たいと思っております。また、皆さんと分担して卓話の講師を
選んでいきたいです。コロナの影響でできなかった講師の方
もいらっしゃいますが、会長からは卓話では委員会の報告を
重視するようにとの意見をいただいているので、順番は相談
していきたいと思います。

米山記念奨学会につき、ジェイソン君が九州大学でお世話に
なっていますが、9月いっぱいで終了します。そこで、ジェイソ
ン君に9月18日に卓話をしていただこうと思っています。今後
の留学生は今のところ予定はないとのことですので、今後の
活動は相談していきたいと思っております。

社会奉仕委員会/ 亀山みゆき会員

50周年記念事業の実行委員を務め、東南ロータリーの歴史
を学ぶことかでき、私にとって大変貴重な機会でした。
今後の50年の歴史を1年1年紡いでいく中で、微力ながらお
役にたてればいいなと思います。

社会奉仕活動がロータリーの根幹であると思っておりますの
で、メンバーと協議しながら発信していきたいと思っておりま
す。また、ハーモニカフレンズがコロナの影響で活動ができて
いないので、代わりの何かを考えないといけないと思っており
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 / 吉田会員＞

２０２０－２０２１年度国際ロータリー２７００地区
ガバナー 古賀英次君（柳川RC)

地区テーマ日本のロータリー１００周
年新しいロータリーは機会の扉を開く
本日は伝統ある福岡東南RC新年度
が長谷川裕一会長のもとにスタート
致しますことを心よりお祝い申し上げ
ます。また２７００地区においては社会
奉仕委員会委員長熊手幹彦様、ロー
タリー情報委員会鑓水寛様、ローター
アクト委員会中村勇治様にご指導とご
尽力頂いておりますこと、併せて感謝
申し上げます。会員のみな様方おひと
りお一人のご活躍と新しいロータリー
年度が異議あるものとなりますよう心
よりお祈り申し上げます。

長谷川裕一君 会員の皆さん有難うございます。
浅野 秀樹君 亀山さん。昨夜のビーガン料理、とて

も美味しかったです。あれから、行きつ
けの小料理屋に寄ったら、なんと佐々
木元会長が美女に囲まれて飲んでい
ました。

新納 洋君 豪雨で被災された皆様の一日も早い
復興をお祈りします。

松尾 新吾君 長谷川裕一様へ持ちまえの強力な指
導力と見識をイカンなく発揮され、会
員をお導き下さい。

中村 勇治君 昨日、筥崎宮にお汐井をもらいに行き
ました。山笠が延期で寂しい夏ですが、
気持ちでコロナを吹き飛ばしたいと思
います。

亀山みゆき君 昨日、米山記念奨学生のジェイソを
ヴィーガンレストランに連れて行きまし
た。前米山委員会の浅野先生、ご同
行有難うございました。

筒丸 貴行君 松尾幸靜さん、黒竹ありがとうござい
ます。

濱野 良彦君、田中 浩君、鬼倉 潔君、矢頭美世子君、
山下 恒夫君、井上秀文君

誕生祝ありがとう。
鬼倉 潔君 早退します。

田中 浩君 今度、国土交通大臣表彰を受けるよう
になりました。これも皆様のおかげで
す。又、昨夜、初孫が３２００グラムで
産まれました

合計 ４４，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累計 ６８，０００円 目標達成率 ５，２％


