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会長 大和竹史
幹事 立花浩介

第2700地区 西島英利ガバナー
メッセージ

クラブのテーマ

「ロータリー、継続活動と変化」

「やさしさ、まこと、とも生きの心で」
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本日のプログラム

新旧会長・幹事慰労激励会
ホテル日航福岡新館２Ｆ ラメール
１８：００より
１．本日の歌
２．会長･幹事・各委員会報告
３．懇親会
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本日の歌

本日の料理
海の幸とブランダード
夏野菜のアンサンブル

四つのテスト
作曲 水谷暢宏（相模原南ＲＣ）

真実か どうか
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

季節野菜のポタージュスープ
長崎産真鯛と帆立ムースのバプール
ベルモット酒風味
牛フィレ肉のポワレ
シャンピニヨンデュクセルのグラッサージュ
クリームチーズのムース
トロピカルソースと共に
コーヒー・パン

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

会長の時間（２０２２年 ７月２１日）

会長

大和竹史

本日はガバナー公式訪問日です。後ほど御講話をお願いしております。
西島ガバナー様、よろしくお願い致します。
さて、福岡県の新型コロナの感染者は、昨日なんと９，１３６人となり、過去
最多更新になりました。今後予定の夜間例会、テーブル会および例会の
あり方を状況を見ながら決断していきます。
昨年度、ハイブリッド例会に必要な機器と技術が準備されました。会員で
感染された方がおられる、また、感染者減少の目処がつかないので急遽、
本日の例会をハイブリッド形式としました。
今後のハイブリッド例会に衛星クラブ会員、当クラブ会員以外のステーク
ホルダー招待したら当クラブの広報に資すると考えております。

◆ にこにこ袋 ◆

7/21 10件

52,000円

累計 223,000円

亀井潤一 ＳＡＡ

小倉南ロータリークラブ様：本日はお世話になります。どうぞよろしくお願い申し
上げます。
田中正彦様（松江南ＲＣ）：本日はメイキャップでお伺いしました。先月より弊社
グループ会社㈱福岡ビル開発 田中博光社長が福岡東ＲＣに入会させて頂き
ありがとうございました。今後共よろしくお願い申し上げます。
千葉憲哉様（諫早北ＲＣ）：今年４月、佐世保北ＲＣの衛星クラブ設立について
大神前会長他大変お世話になりました。２７４０地区では初めての試みでした。
これからも２７４０地区に衛星クラブをつくりたいと思います。よろしくお願いします。
緒方信行様（佐世保北ＲＣ）：先日の友好クラブ締結から大変お世話になりました。本日はガバナー
公式訪問に参加できて光栄でございます。大和竹史会長、立花浩介幹事、一年間頑張って下さい。
大和竹史さん・立花浩介さん：本日は２７００地区西島英利ガバナー様、地区副幹事の内藤様、髙尾様、
第４グループガバナー補佐安部光壱様、御訪問ありがとうございます。
津曲幸二郎さん・大月照雄さん：西島ガバナーおよび安部ガバナー補佐、地区副幹事の皆様、本日の
公式訪問、誠にありがとうございます。ガバナーの御講話楽しみにしております。
大神朋子さん：①ＲＩ２７００地区 西島ガバナー、安部ガバナー補佐、副幹事のみなさま、ＲＩ２７４０
地区 緒方ガバナーエレクト、千葉パストガバナー、千葉まさこ様。ご来訪を大歓迎いたします。
②松江ＲＣ 田中正彦さま、田中博光さんをご紹介いただきまして、ありがとうございました。
同期前会長として今後ともよろしくお願いいたします。
阿南文政さん：２０２１～２２年度開会監査並びに５０周年記念式典等収支報告が無事に報告出来
ましたことを感謝してにこにこします。
吉田知弘さん：西島ガバナー公式訪問、ありがとうございます。本日はご指導宜しくお願いします。
坂口洋介さん：本日、田中浩成君をオブザーバーとして参加させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

例会記録
＜今日の歌＞

２０２２年 ７月２１日

「２７００のマーチ」

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
伴奏：高野悦子さん

＜会長の時間＞ 大和竹史会長
＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・７月２３日（土）インターアクト指導者講習会が行われます。
・７月２８日（木）新旧会長・幹事慰労激励会（夜間例会）です。
お間違えないようにご注意ください。
・コロナ宣言は発令されましたが、行動制限等は出されていませんので、
状況を見ながら柔軟に対応していきます。

司会 園田京子ＳＡＡ

＜委員会報告他＞
◆親睦活動・ロータリーソング委員会 坂口洋介副委員長
・７月２８日（木）開催予定の夜間例会は実行予定ですが、
コロナの感染拡大状況により変更する可能性もあります。
◆２０２１～２０２２年度会計監査 阿南文政会員
・創立５０周年記念式典他収支報告
・２０２１～２０２２年度会計監査報告

＜バナー交換＞
＜表彰＞
●第３０回 米山功労クラブ
●米山功労者
正岡民次さん（メジャードナー）
大和竹史さん

＜ガバナー講話＞
国際ロータリー第２７００地区
ガバナー

西島英利 様 （小倉南ＲＣ）

国際ロータリーが設立されてから１１５年が経ち、２０２２－２０２３年度国際ロータリー
会長にジェニファーＥ．ジョーンズさんというカナダ人の女性が、国際ロータリー創立以来
初の女性会長となりました。ジェニファーさんが２月の国際協議会で、彼女が男女の枠に
囚われず国際ロータリーの会長職を遂行していきたいと述べていた、その言葉を受け、
私も同感だったのでジェニファーＥ．ジョーンズさんの会長就任は大変素晴らしいことと
してとらえました。
そのジョーンズさんが最初から強く言っている言葉が『ＤＥＩ』です。この『ＤＥＩ』 を再度、
会員の皆さんが、理解を頂く活動をそれぞれのクラブでやって頂きたいとの言葉を受け、
２７００地区としては、クラブの活動を活発にしていきたいという目的で、会員基盤向上
委員会と、もう一つクラブ運営支援委員会を新設し、その中にＤＥＩ推進チームを設置し、
皆さんが理解しやすいような活動進めていきます。
ジェニファー会長のもう一つの考えは、目標である２０２３年までに、女性会員を３０％に
するという目標についても実現したいとの考えもあります。日本では努力目標とはいえ、
女性経営者・活動家も随分と増えてきいるのは間違いないので、女性の方々を会員に
加えていくのは非常に重要なことです。
福岡東ＲＣには２割強の女性会員がいらっしゃるようなので、何とか３割になるよう努力
して頂きたい。
～２０２２－２０２３年度の重点目標～
①２７００地区の会員増強
・２０２３年７月１日までに３４００名達成
・２０２３年迄に会員の３０％を女性にする
・新クラブ結成促進・新たに２つのクラブを設置
②地区が一体となった奉仕活動の計画と実施
③ＣＬＰの策定実施
・クラブ会員維持・新会員の育成 方策の策定と実施
・ＤＥＩに対する推進活動
④２７００地区の５年間の戦略計画の着実な実施
・地区／委員会委員などへのローターアクトの積極的活用
・ＲＬＩの計画的実施
・ロータリー財団／米山記念奨学会に対する寄付目標の達成
⑤ＲＩ事業への積極的参加
福岡東ＲＣはインターアクト活動が盛んと伺っています。私は
インターアクトを非常に重要なことと考えていますので、引き続き
インターアクト活動には力を入れて活動して頂きたい。
ポリオ根絶にも改めて関心を持っていただき、寄付もよろしくお願い
します。ロータリー財団・米山記念奨学会への寄付も予算額を
上まわっていて素晴らしい。
これから先も福岡東ＲＣにはこれらの活動を活発に行なって頂きたい。

■前年度持回り理事会議事録■

２０２２年 ７月２１日（木） ホテル日航福岡

１．創立５０周年記念式典他収支報告書について
２．２０２１～２０２２年度決算について

＜承認＞
＜承認＞

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告
７月２１日
出席委員会
会員：会場／５４名 オンライン／２名（うち免除会員２名）
ゲスト：西島英利様（ガバナー）・安部光壱様（ガバナー補佐）
内藤則雄様・髙尾誠一郎様（地区副幹事）・田中浩成様（例会見学）
ビジター：４名（松江南１名・佐世保北１名・諫早北２名）
合計：６５名 ｟ 在籍会員：７８名 うち免除会員６名 ｠

当日出席率： ７６％
修正出席率
７月 ７日 ８４％

◆ 今後の行事 ◆
８月 ４日（木）卓話予定
「ひらけ！里親プロジェクト：
地域の子どもを地域で育む里親制度」

ＮＰＯ法人キーアセット
代表理事 渡邊 守 様

８月 ４日（木）

臨時総会 例会内

８月１１日（木）

休会

８月２５日（木）

夏の会員家族懇親会（持出し夜間例会）
１８：００～２０：３０ アサヒビール園

９月２９日（木）

休会

～ テーブル会のお知らせ ～
ＡＤＩテーブル

８月 ３日（水）１８：３０より グランシャリオ

ＢＥＪテーブル

テーマ：”やさしさ、まこと、とも生きの心で”
を受けた会員増強案
８月 ４日（木）１８：３０より 石蔵 福岡朝日ビル店

ＣＫテーブル

８月２３日（火）１８：３０より 中国料理 鴻臚

ＦＧＨテーブル

８月１８日（木）１８：３０より 日本料理 弁慶

ぜひご参加ください！

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆
[例会変更]
福岡東南
博多
博多
博多

７月２９日（金）
８月 ２日（火）
８月１６日（火）
８月２３日（火）

１８：００
１２：３０
１２：３０
１２：３０

納涼家族懇親会
例会場変更 西鉄グランドホテル
例会場変更 西鉄グランドホテル
例会場変更 西鉄グランドホテル

[例会休会（メーキャップ不可）]
７月３０日（土） 福岡城東
８月 ８日（月） 福岡中央
８月 ９日（火） 博多
８月１０日（水） 福岡・福岡城南・宗像
８月１２日（金） 福岡北
８月１３日（土） 福岡城東
８月１５日（月） 福岡西・福岡中央・福岡平成
８月１６日（火） 福岡城西・太宰府

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
日 時 ：

場 所 ：

２０２２年 ８月１０日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２２年 ８月２４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

メーキャップになります。
ぜひご参加を！

あとがき ： ＲＩ第２７００地区西島英利ガバナーに公式訪問頂きました。ジェニファーＥ．ジョーンズ新会長の下、いわゆる
ＤＥＩ「多様性・公平さ・インクルージョンへのコミットメント」で国際ロータリーは大きな変化を迎えているとのこと。女性会員
比率３０％の目標に上がっているそうですが、当クラブは先進事例になれるのではないでしょうか。追い風を感じます。
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

