
福岡東ロータリークラブ
FUKUOKA HIGASHI ROTARY CLUB

例会場：ホテル日航福岡 例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目18-25 TEL:092-482-1111
事務局：ホテル日航福岡 別館3F
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-23 TEL：092-482-1109 FAX:092-482-1105
E-mail:fhrotary@aurora.ocn.ne.jp http://fukuoka-east-rc.jp/

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
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「ロータリー、継続活動と変化」
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クラブのテーマ

「やさしさ、まこと、とも生きの心で」

中華弁当

ベニバナと冬瓜のスープ

チャーハン

杏仁豆腐

１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．卓話の時間

「人類史上最大の発見『潜在意識』を
活用してワクワク楽しく自動的に

夢実現する方法」

㈱咲ら化粧品 代表取締役

森 咲子 様

それでこそロータリー

１、どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合おうよ

それでこそ ローローロータリー
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会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１２月１５日）

コロナの第８波が来ていますが、対策を講じて例会及び年末家族懇親会を

開催できますことはありがたいことです。ご参加いただきましてありがとう

ございます。

お世話いただきました親睦活動・ロータリーソング委員会の井上委員長

はじめ委員の皆様、ありがとうございます。皆様、懇親会をお楽しみ下さい。

寺岡裕子さん：家族懇親会 Ｘｍａｓイベントに孫と参加できましたこと、うれしく思います。親睦のみなさま、

お疲れ様です。

薙野修二：誕生日のお祝い、ありがとうございました。４０代ラストイヤー楽しみます。

永島藤吾さん：先日、１２３ｃｍ１６ｋｇのヒラマサがあがりました。記録更新しましたのでニコニコ致します。

12/15 3件 15,000円 累計 681,000円 園田京子 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

出席報告 １２月１５日 出席委員会

会員：４７名（うち免除会員１名） 会員家族３７名（うち小学生以下１６名）
ゲスト：ヌリンさん（米山奨学生） 事務局３名
ビジター：令和あけぼの５名 お子様２名
合計：９５名 ｟ 在籍会員：７９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： ６４％

修正出席率
１２月 １日 ７９％

司会 廣田育美ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１２月１５日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

ソングリーダー：矢野亮介親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「２７００のマーチ」

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・１月１９日（木）は出席率１００Ｄａｙになります。
ご協力をお願いします。次回ご案内を配布します。

～年末会員家族懇親会～

乾杯 中村衛助 会員

司会 坂口洋介 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

米良美一様のステキな生歌を
お聞きしました！

２０２３－２４年度 青少年交換学生

永島藤弥さん



閉会の辞

津曲幸二郎次年度会長

ビンゴ大会／手に手つないで



あとがき ： 通常例会のゲスト卓話は新しい世界への窓、会員卓話は相互理解の糸口、そして家族懇親会は和らぎ睦び、
一気に親睦を深めてくれます。例会の華であり、縦三方にロータリー精神に広める役割を担ってくれています。ご準備
いただいた皆さま、ありがとうございました。それにしても、田村さんのお母様にお目に掛かりたかったです。 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 田中浩成

◆ 今後の行事 ◆ １２月は「疾病予防と治療月間」です

１２月２９日（木） 休会

１月 ５日（木） 休会

１月１２日（木）予定

新春例会

本木流 森本千恵様
大和竹史会長

１２月２９日（木）・１月 ５日（木） 休会

１月１５日（日） ロータリーリーダーシップ研究会

９：３０～１７：００ 立花高等学校

１月１９日（木） １００％出席Ｄａｙ

オープン例会 １２：００～１４：００ 例会場

※通常例会は１２：３０～１３：３０です

新会員歓迎会 １８：００ ホテル日航福岡 夜間飛行

１月２８日（土） ロータリー財団資金セミナー及びＰＨＳの集い

１３：００～１８：３０ ホテル日航福岡

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡城東 １２月２４日（土） 懇親夜間例会
博多 １月１０日（火） 年頭祈願例会 櫛田神社
太宰府 １月１０日（火） 初詣例会 太宰府天満宮
博多イブニング １月１０日（火） 新春例会
福岡中央 １月１６日（月） １８：００ 新年夜間例会
博多 １月２４日（火） １２：３０ オンライン例会
福岡西 １月２３日（月） １７：３０ 新春夜間例会・懇親会
福岡平成 １月２３日（月） 新年夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

１２月２３日（金） 福岡北
１２月２６日（月） 福岡西・福岡平成・福岡イブニング
１月 ６日（金） 福岡北
１月 ７日（土） 福岡城東
１月１８日（水） 宗像

～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）

１．次年度方針について ＜継続＞
２．次年度委員会編成について ＜継続＞
３．次年度スケジュールについて ＜継続＞

●次年度理事会議事録● ２０２２年１２月１３日（火） ホテル日航福岡

＊１月１９日（木）は出席率１００％Ｄａｙです！ メーキャップ可能期間： １月５日（木）～２月２日（水）

出席できない場合は、下記の変更を確認して必ずメーキャップしましょう！

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

２０２２年１２月２８日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 １月１１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 ：

メーキャップになります。

ぜひご参加を！

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

１月１３日（金）１９：００より、カラオケ同好会を開催します。
仕事等にて遅れての参加も大歓迎です。ぜひご参加ください！
場所：スナック橙 会費：４，０００円（食事つき） 興味のある方は玉井会員（０９０ ‐ ４４８４‐９８５１）まで。

※１２月２７日（火）～１月５日（木）
福岡市近郊ＲＣはすべて休会です
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