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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」

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

「私と祖父をつなぐもの
それがロータリー」

国際ロータリー第２７８０地区
会員増強委員会 地区委員長

岩澤あゆみ 様

（茅ヶ崎ＲＣ）

コンビネーションサラダ

ポークストロガノフ

ブランマンジェ

季節のフルーツ添え

コーヒー

新春例会にて

大和会長のマジック！

四つのテスト

作曲 水谷暢宏（相模原南ＲＣ）
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みんなに 公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか



大和竹史さん・立花浩介さん：あけましておめでとうございます。大和年度も折り返しに
入ります。今後ともよろしくお願い致します。
新会員の花田さん、ロータリーライフをお楽しみ下さい。

津曲幸二郎さん・大月照雄さん：新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願い致します。

坂口洋介さん：本日入会しました花田公一くんです。皆さまどうぞよろしくお願い
いたします。

金谷久司さん：誕生祝い有難とうございます。今年で８３才、後期高齢期ですが、小生
今少しだけ現役を続けたいと考えております。「にこにこ」してロータリーの皆様に今少し
お世話様になります。

森 純子さん：明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。誕生祝ありがとうございます。

正岡民次さん：誕生祝ありがとうございます。

園田京子さん：お陰様で元気に誕生月を迎えることができました。ありがとうございます！

青屋信作さん：誕生祝ありがとうございます。今年も精一杯頑張ります。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

1/12 8件 37,000円 累計 742,000円 入江良太郎 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 １月１２日）

あけましておめでとうございます。大和年度もはや折り返し地点になり

ました。昨年同様、今年もよろしくお願いします。

今が正念場、干支のうさぎにちなみ福岡東ロータリークラブが飛躍する

年になるように努めていきます。我がクラブ発展のために相応しい新

会員を増やすと同時にロータリーの変革に繋がる若い人達と行動を

共にする機会を多く持ちます。

おめでたいことに、田村さんを委員長とする会員増強委員会委員の

新嶋さんと坂口さんのご協力でこの度、川畑さん、花田さんが入会され

ます。ありがとうございます。

来週は、会員増強のため２回目のオープン例会を開催します。また、最近入会された新会員が早く

ロータリーライフに馴染まれるように歓迎懇親会を開催します。

２月以降、まず福岡大学ローターアクトクラブ設立準備作業を青屋さん達と進めて参ります。

以上、挨拶とさせていただきます。

出席報告 １月１２日 出席委員会

会員：５５名（うち免除会員１名）
ゲスト：森本千恵様・岡山光麿様（演者）・ヌリンさん（米山奨学生）
ビジター：博多イブニング１名
合計：５９名 ｟ 在籍会員：７５名 うち免除会員３名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！

当日出席率： ７５％

修正出席率
１２月１５日 ７６％

■親睦ゴルフ大会

４月２１日（金） ８：００ スタート 門司ゴルフ倶楽部

■ＲＩ会長代理ご講演＆ご夫妻歓迎会

４月２２日（土）
【講演会】 １７：００～１７：３０ 【歓迎会】１８：００～２０：３０ リーガロイヤルホテル小倉

■地区大会

４月２３日（日） １０：００ 開会 北九州ソレイユホール

記念演奏 渡辺知子一座 ～みんな一緒に生きている～

記念講演 「ロータリーと私～財団奨学生から周産期医療の道へ～」

池ノ上克 氏（宮崎市郡医師会病院特別参与）

２０２２～２０２３年度 国際ロータリー第２７００地区 地区大会のご案内
ホストクラブ：小倉南ＲＣ ／ コ・ホストクラブ：小倉東ＲＣ



司会 廣田育美ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 １月１２日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆会員増強委員会 田村志朗委員長
・来週１９日のオープン例会はゲスト１４名の予定となって
いますが、紹介者が偏っているのが気がかりです。ぜひ
”一人がひとりを”紹介してください。よろしくお願いいたします。
・同日１８：００からは新会員歓迎会となっています。
皆様ご参加のほどよろしくお願いいたします。

◆ガバナーエレクト支援室 田村志朗室長
・３，０００円でベストを購入していただいています。
大きなイベントで着てください。直近は４月の地区大会です。
・ＲＩ会長のテーマが「世界に希望を生み出そう」に決まりました。
◆出席委員会 森 慎吾委員長
・来週は１００％出席Ｄａｙですのでよろしくお願いいたします。
どうしても出席できない方はメーキャップも大丈夫です。
ズームでのオンライン参加も大丈夫なので１００％目指して
頑張りましょう。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・今月２名の方の入会があります。花田さんと川畑さんです。
川畑さんは来週入会されます。
・下半期の納入金の案内をしています。クラブオリジナル
ベストの代金３，０００円も含まれています。
・来週はオープン例会となっています。出席率１００％も目指し
ますので、よろしくお願いいたします。
・１月２６日はクラブ協議会です。理事・委員の皆様よろしく
お願いいたします。
・本日は理事会が開催されます。よろしくお願いいたします。

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん

・１２月１２日に浦江さんにお寿司をごちそうしてもらいました。初めて回転
しないお寿司屋さんに行きました。ウニがすごくおいしくて好きになりました。
回転ずしのウニとは全然違いました。
・今は修士論文の仕上げに頑張っています。

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：久家 脩親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「国歌 君が代」・「奉仕の理想」

＜新会員入会式＞

花田公一 会員

司法書士・行政書士はなだオフィス 代表

＜新春例会＞ 森本千恵様 ・ 岡山光麿様

＜乾杯＞ 中村衛助会員



あとがき ： 大和会長のマジックがシンプルでおもしろかったです。ＢＧＭが気になったのでＳｉｒｉで調べましたが、あれは
手品ＢＧＭ『オリーブの首飾り』という曲名でした。恥ずかしながら初めて知りました。知らなかったことを知れてよかった
です。 藤川秀幸
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 ◆ １月は「職業奉仕月間」です

１月２６日（木）予定

クラブ協議会

１月２６日（木） 第２回クラブ協議会 １３：００～１４：００ 例会場

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

２月 ５日（日） ＲＬＩ研修Ｐａｒｔ３ ９：３０～１７：００ 立花高等学校

２月１６日（木） ロータリー情報集会 １８：３０ ホテル日航福岡

４月２３日（日） 第２７００地区 地区大会 北九州ソレイユホール

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡西 １月２３日（月） １７：３０ 新春夜間例会・懇親会
博多 １月２４日（火） １２：３０ オンライン例会
福岡東南 １月２７日（金） １２：３０ 例会場変更 ホテルオークラ
福岡城東 ２月 ４日（土）→２月 ３日（金） １８：３０ 創立記念夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

１月２７日（金） 福岡東南・福岡北
２月 ７日（火） 太宰府
２月２０日（月） 福岡中央・福岡平成
２月２１日（火） 福岡城西・太宰府

～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）

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

出席できなかった場合は、下記の変更を確認して必ずメーキャップしましょう！

１．米山奨学生２０２３年度世話クラブ委嘱について受入れを希望する件 ＜承認＞
２．吉部知子会員の出席免除について（１～３月） ＜承認＞
３．新会員２名の委員会配属について ＜承認＞

花田公一会員・川畑輝雅会員（１月１９日入会予定）…親睦活動・ロータリーソング／社会奉仕
４．地区委員会委嘱について ＜承認＞

永島藤吾会員 ： 国際青少年交換委員会 委員
廣田育美会員 ： 米山記念奨学委員会 委員
矢野亮介会員 ： 広報・公共イメージ委員 委員
田村志朗会員 ： 広報・公共イメージ委員 委員

５．社会奉仕プロジェクト（衛星クラブ）について ＜継続＞

■１月定例理事会議事録■ ２０２３年 １月１２日（木） ホテル日航福岡

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

２０２３年 １月２５日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 ２月 ８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！

田中浩成 会員

会社名 ： （正）株式会社AEdesign建築設計事務所 ← （誤）株式会社Aedesign建築設計事務所

自宅住所 ： （正）正：粕屋町甲仲原 ← （誤）粕屋町仲原

■写真名簿訂正のお願い■
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