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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
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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」

１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．２月の誕生祝

５．卓話の時間

古川知明 会員

大神朋子 会員

ミモザサラダ

牛サガリステーキのカレーライス

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月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます



石村かよ子さん：お誕生日祝ありがとうございます。今年一年、良い年になりますよう頑張ります。

1/26 1件 3,000円 累計 762,000円 金光孝男 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 １月２６日）

全国的な大寒波がまだ収まっていません。この寒波で衛星クラブは昨日の例会を

やむなく中止しております。来週土曜は大寒があけ、立春です。しばらくこの寒さに

耐えれば歌の文句のように、もうすぐ春ですね。

さて、先週は、会員増強委員会の企画でオープン例会、新会員歓迎会を終え

ました。お蔭様で成果がでそうですが、改めてロータリーライフの素晴らしさを

皆さまのお知り合いに紹介され、お一人がお一人の会員増強にご協力をお願い

します。

出席報告 １月２６日 出席委員会

会員：５５名 ビジター：福岡南１名
合計：５６名 ｟ 在籍会員：７６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： ７４％

修正出席率
１月１２日 ８１％

１２月に実施しておりました国際大会に関するアンケートにつきまして、未回答の方は

右ＱＲコードからご回答ください。配布済みの用紙を提出されても構いません。

宿泊先や搭乗便確保等の準備が必要になりますのでよろしくお願いいたします。

～ガバナーエレクト支援室より～

吉田ガバナー年度のロータリー国際大会はシンガポールで開催されます。例年ＲＩより

参加要請があり、ガバナー輩出クラブである当クラブからも多くの現地参加をお願い

したいと思います。

●国際大会（２０２３～２０２４年度）に関するアンケート回答のお願い●

♪カラオケ同好会♪

１月１３日（金）１８：００～ スナック橙にて

ＩＭって何？①

「ロータリー百科事典」より

●ＩＭ （Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ） ／ 都市連合会 都市連合会の略称

従来のＩＧＦ（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｆｏｒｕｍ）も厳密にはＩＭの中の一会合であるが、最近広義のＩＭの名称で開催される。

近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会合。討論の主な内容は、４大奉仕部門をカバーしつつ、ロータ

リーの特徴やプログラムなどを検討する。クラブ会員､全員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識を広め

ることであって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催される。決議や決定はない。

ＩＭへの出席はメークアップとなる。 （用語便覧２００８）

●ＩＭ （Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ）

インターシティーミーティング。グループ、分区単位で、ガバナー補佐が主催して開かれることが多いようです。テーマ

はロータリーのこと、そして一般社会のことで、そのときに話題になっていること、考えなければならない問題点など、

多岐にわたります。形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。この会合では、知識を広め深めるとともに、グルー

プ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、懇親会も併せて開催されます。（ロータリーの友）

第４グループ ガバナー補佐 安部光壱 様（福岡南ＲＣ）

～卓話風景～

１月２３日（月） 久留米東ＲＣにて

田村志朗 会員



司会 園田京子ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 １月２６日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・例会変更（地区大会）のお知らせを配布しています。次年度は
当クラブがホストクラブとなります。地区大会を知る必要があり
ますので、４月２０日（木）の例会を地区大会４月２３日（日）に
振り替えます。例会となりますので出席義務があります。
数時間の出席でも構いませんが、可能であれば閉会行事の
クラブ紹介の時間に着席していていただきたい。
お早めに出欠をお知らせください。

伴奏：高野悦子さん

ソングリーダー：田中博光親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「我等の生業」

＜クラブ協議会＞

◆ロータリー情報委員会 石藏啓孝委員長
・２月１６日（木）１８：３０ ホテル日航福岡でロータリー情報集会が
開催されます。「サービス＝奉仕？」という議題になっています。
現在、申込受付中ですので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
・国際大会に関するアンケート回答をよろしくお願いいたします。
◆吉田知弘ガバナーエレクト
・新会員歓迎会で少しお話しましたが、２３～２４年度テーマネクタイを
着けている姿を見ていただくだけでも十分価値があると思います。
街中を歩くには少し勇気がいりますが…。
・ＲＩのバナーを持参しました。これをシンボルフラッグとして１年が
スタートしていくことになります。

＜委員会報告等＞

＜１月の誕生祝＞ ８名中８名出席

第３１回 米山功労クラブ

吉田知弘さん＜ポールハリスフェロー＞

＜表彰＞

＜委嘱状授与＞

地区ローターアクト委員
委員長 青屋信作 会員

地区ＤＸ推進委員会
委員長 田村志朗 会員

＜ガバナー補佐ご挨拶＞ 安部光壱 様

・第４グループが３月４日（土）に共創館で行われます。
①アン・クレシーニさんによる多様性についての講演②１０クラブ
の紹介・取り組み③多種多様な４～５名の方によるパネルディス
カッション などが予定されています。ぜひご参加ください。

長谷川和子さん 入江良太郎さん
正岡民次さん 松本好重さん
脇坂愛次郎さん

＜米山功労者＞



あとがき ： ２０２３年もはや１ヶ月が経過しました。あっという間に２月です。２月は短く、３月は年度末で忙しい。本当にこの
３ヶ月は「行く 逃げる 去る」です。でも、時には落ち着いて冷静な行動をとることも必要ですね。 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 ◆ ２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です

２月 ９日（木）卓話予定

「ロータリーでも使える！
マスコミが取り上げたくなる

広報ＰＲのテクニック」

㈱ＴＭエンタープライズ

代表取締役 杉本尚丈 氏

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

２月２３日（木） 休会

３月 ４日（土） 第４グループＩＭ １３：３０～１７：１０ 電気ビル共創館

３月 ６日（月） 第４グループ会長・幹事会 １８：００ グランドハイアット

３月１１日（土）・１２日（日） 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

福岡ファッションビル７Ｆ 大会議室

４月２３日（日） 第２７００地区 地区大会（例会） 北九州ソレイユホール

※例会日振替えのため、２０日（木）の例会はありません

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡城東 ２月 ４日（土）→２月 ３日（金） １８：３０ 創立記念夜間例会
福岡城南 ２月１５日（水） １８：３０ オークション

[例会休会（メーキャップ不可）]

２月 ７日（火） 太宰府・博多
２月２０日（月） 福岡西・福岡中央・福岡平成
２月２１日（火） 福岡城西・太宰府・博多

～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）

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 ２月 ８日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 ２月２２日（水） 持出し例会

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！

HAPPY BIRTHDAY!～ ２月の誕生祝 ～

脇坂愛次郎さん 昭和２２年２月１６日

津曲幸二郎さん 昭和２８年２月 ８日 古稀

小栁利之さん 昭和３２年２月２７日

松田 修さん 昭和３７年２月１３日

吉田知弘さん 昭和４２年２月２１日

佐藤勝則さん 昭和５２年２月１０日

１．次年度委員会編成について ＜継続＞
２．次年度スケジュールについて ＜継続＞
３．ロータリークラブセントラルの活用と「ロータリー賞」獲得に向けて ＜継続＞
４．ロータリー財団地区補助金事業について ＜継続＞

●次年度理事会議事録● ２０２３年 １月２６日（木） ホテル日航福岡

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

２月 ９日（木）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 （博多区中洲４－７－８） 会費：５，０００円（食事つき）
興味のある方は玉井会員（０９０ ‐ ４４８４‐９８５１）まで。
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