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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
HPはこちらから

本日のプログラム 本日の歌 本日の料理

週報
第2700地区 西島英利ガバナー
メッセージ

「ロータリー、継続活動と変化」
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グリル野菜とミックスリーフ

抹茶アイスクリーム

コーヒー

１．国歌 君が代

２．奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ

我等のロータリー ロータリー

１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．９月の誕生祝

５．卓話の時間

「不安とストレスに悩まない習慣」

ヒューマン&ヒューマン㈱
代表取締役 公認心理師

川原和代 様



会長 大和竹史会長の時間（２０２２年 ８月２５日）

こんにちは。８月に４回のテーブル会があり、幹事の立花さんと

皆勤しました。会員増強について貴重なご意見を拝聴しました。

ありがとうございました。

本日は夏の会員家族懇親会、言わば全員テーブル会です。

美味しい食事とビールなど、召し上がりながら懇親を深めて下さい。

出席報告 ８月２５日 出席委員会

会員：４２名（うち免除会員０名） 会員家族２２名（うち小学生以下１０名）
ゲスト：ヌリンさん（米山奨学生） 事務局１名
ビジター：６名（令和あけぼの１名・宗像３名・博多イブニング２名）
合計：７２名 ｟ 在籍会員：７８名 うち免除会員５名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！

当日出席率： ５８％

修正出席率
８月 ４日 ８０％

司会 園田京子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年 ８月２５日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

ソングリーダー：毛利定夫親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「それでこそロータリー」

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・９月１２日（月）佐世保北ＲＣ例会出席のご案内について、
ご出欠をお知らせください。

◆ロータリー情報委員会 石藏啓孝委員長
・９月８日（木）にロータリー情報委員会を開催します。
多くのご出席をお待ちしております。

＜委員会報告＞

～夏の会員家族懇親会～

乾杯 久家 脩 会員

司会 田中博光 会員

挨拶

親睦活動・ロータリーソング委員会

井上誉之 委員長



閉会の辞 津曲幸二郎 次年度会長

ビンゴ大会・じゃんけん大会・手に手つないで



あとがき ： 家族懇親会、娘と孫を連れて参加させていただきました。広々とした場所で孫も用意していただいた風船でい
たずらし放題、お兄ちゃんお姉ちゃんに囲まれてゴキゲンさんでした。「クリスマスにも会おうね」と声を掛けていただいたり、
ビンゴゲームの景品をいただいたり娘も喜んでおりました。作りたての生ビールが呑めるし孫は喜ぶし爺さんとしてはこの
上なく楽しい夏の夜になりました。家族懇親会は「例会の華」ですね。親睦委員会の皆さまはじめご準備いただきました
方々、誠にありがとうございました。 松田 修
クラブ会報委員会
委員長：松田 修 副委員長：寺岡裕子 委員：藤川秀幸 藤井真治 徐美栄 梅原健 織掛和郎

◆ 今後の行事 ◆ ９月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間」です

９月 ８日（木）卓話予定

「データが示す
福岡市の不都合な真実」

福岡大学 経済学部教授

木下敏之 様

福岡東 令和あけぼの ロータリー衛星クラブ 例会のご案内

メーキャップになります。

ぜひご参加を！

９月 ８日（木） ロータリー情報集会 １８：３０ ホテル日航福岡

９月１１日（日） ＲＬＩ研修会並びに地区委員長・委員研修会

９：３０～１７：００ 立花高等学校
９月１２日（月） 佐世保北ＲＣ（友好クラブ）例会

１８：３０～２０：３０ セントラルホテル佐世保
９月１６日（金） 第４グループ会長・幹事会 １８：３０ ホテルオークラ３Ｆ

９月１７日（土） 米山記念奨学生カウンセラー研修会

１４：００～１７：００ ＴＫＰガーデンシティ博多
ロータリー財団地区補助金セミナー

１３：００～１７：００ ホテルクリオコート

９月２９日（木） 休会

１０月 １日（土） 地区危機管理研修会 １３：３０～１６：３０

ＴＫＰガーデンシティ博多
１０月 ６日（木） 職場訪問（持出し例会） １１：１５ 現地集合

eスポーツ総合施設 チャレンジャーズパーク

１０月 ９日（日） 大和会長による素振り健康法・真向法の指導

１３：３０～１５：４５ 西国武道会館
１０月１３日（木） オープン例会 １２：００～１４：００ 例会場

※通常例会は１２：３０～１３：３０です

２０２２年 ９月１４日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２２年 ９月２８日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
エス・ケイコーポレーション㈱会議室
福岡市博多区博多駅前２－１０－１９ 福岡ファッションビル３Ｆ

日 時 ：

場 所 ：

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

宗像 ９月 ７日（水） １８：４０ オープン例会・地域交流会員増強親睦例会
福岡西 ９月１２日（月） １７：３０ お月見夜間例会・懇親会
福岡イブニング ９月１２日（月） 野球観戦例会
福岡 ９月１４日（水） １８：００ 筥崎宮
福岡城南 ９月２１日（水） １８：３０ オークション
福岡南 ９月２９日（木） １８：００ お月見例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

９月２０日（火） 福岡城西・博多・太宰府
９月２１日（水） 宗像 ９月２４日（土） 福岡城東

～プログラム委員会より～

２０２２～２０２３年度＜大和年度＞ 「心のごちそう（卓話）」はこちらからチェック！

今年度の卓話者募集中です。ご紹介いただける方は金光委員長までご連絡ください。
（金光携帯：０９０－３１９３－３６９１）

HAPPY BIRTHDAY!～ ９月の誕生祝 ～

長谷川和子さん 昭和２１年 ９月２３日
阿南文政さん 昭和２５年 ９月 ８日
野口勝義さん 昭和３２年 ９月 ３日
内野友昭さん 昭和３６年 ９月 ５日
立花浩介さん 昭和３６年 ９月２４日
大神朋子さん 昭和４０年 ９月 ８日

金光孝男さん 昭和４２年 ９月 ８日
藤井真治さん 昭和４２年 ９月１２日
宮本由希さん 昭和４５年 ９月 ２日
新嶋秀夫さん 昭和４９年 ９月１９日
梅原 健さん 昭和５７年 ９月２０日


