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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
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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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会長 大和竹史
幹事 立花浩介
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国際ロータリー会長
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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」

コンビネーションサラダ

ミックスフライカレーライス

クリームスイカのシャーベット
生クリームデコレーション

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

４．８月の誕生祝

５．卓話の時間

「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
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会長 大和竹史会長の時間（２０２２年 ７月２８日）

今晩は。先週は西島ガバナー様から当クラブに対して高い評価をいただき

少し安堵しました。

さて、８月は会員増強月間です。２３日のクラブ活性化セミナーで説明が

ありましたオープン例会の第１回を９月に実施して会員増強に繋げていき

たいとおもっています。会員増強委員長の田村さん、来月、立案をよろしく

お願いします。

山崎佑介さん・野口大介さん（衛星クラブ）：大和会長、昨日は卓話にお越し

いただき、ありがとうございました。本年度もよろしくお願いいたします。

宮崎啓成さん・八谷亮太さん（衛星クラブ）：大神前会長、お疲れ様でした。

大好きです。大和会長、就任おめでとうございます。

大和竹史さん・立花浩介さん：本日は慰労激励会を開いていただき、ありがとう

ございます。大神前会長、小栁前幹事、前年度役員・理事のみなさま、お疲れ

様でした。今年度もしっかりと引き継いでやっていきたいと思います。

大神朋子さん・小栁利之さん：本日は新旧慰労激励会ありがとうございます。

コロナ禍だからこその大切なひとときです。大切にすごしたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

宮原誠一郎さん：大神前会長、小栁前幹事、改めまして一年間大変お疲れさまでした。わたくしは

出席率も悪く、ご迷惑ばかりおかけして申し訳ございません。いろいろと本当にありがとうござい

ました！！この一年はじっくりとロータリーを楽しんでください。そして、大和新会長、立花新幹事、

一年間どうぞ宜しくお願い致します。

毛利定夫さん：一昨日、ＱＴｎｅｔのｅ－ｓｐｏｒｔアリーナ（チャレパ：ロフトビル８Ｆ）に７名の方にお越し

頂きました。ありがとうございます。見学後に少し喉を潤しまして、皆さまのワリカン代をニコニコ

させて頂きます。溝江さま、大神さま、松本好重さま、新嶋さま、松田さま、松本正剛さま、田中浩成

さま（これからロータリアン？）。ありがとうございました。

7/28 6件 52,000円 累計 275,000円 妹尾葉子 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

司会 園田京子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年 ７月２８日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

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＞ 「四つのテスト」

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・８月３日（水）ＡＤＩテーブル会は、コロナの影響により会場が変更に
なりました。ご出席の方には追ってお知らせします。
・年会費納入の締め切りが７月末となっています。未納の方はご対応
お願いします。

出席報告 ７月２８日 出席委員会

会員：４６名（うち免除会員１名） 衛星クラブ：５名 事務局：３名
ゲスト：ヌリンさん（米山奨学生）
合計：５５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： ６３％

修正出席率
７月１４日 ７７％



～新旧会長・幹事慰労激励会～

乾杯 中村衛助会員

司会 矢野亮介会員



あとがき ： コロナ禍、様々なご意見のあることを承知で申し上げます。やはり夜間例会の華やぎは「例会の華」だと感じ
ました。ロータリーの大きな目的の一つは親睦、少々アルコールが入って胸筋を開く、気の置けない時間はロータリーの
醍醐味ではないでしょうか。次はテーブル会、家族懇親会と続きます。楽しみにしております。 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

◆ 今後の行事 ◆ ８月は「会員増強・拡大月間」です

８月１１日（木） 休会

８月１８日（木）卓話予定

「新聞メディアの変遷とスクープ秘話」

元毎日新聞代表室委員

松中友広 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！

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

９月２９日（木） 休会

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

日 時 ：

場 所 ：

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

博多 ８月１６日（火） １２：３０ 例会場変更 西鉄グランドホテル
糸島 ８月１９日（金） オンライン例会
博多 ８月２３日（火） １２：３０ 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）]

８月 ８日（月） 福岡中央・福岡平成
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・糸島

HAPPY BIRTHDAY!～ ８月の誕生祝 ～

中村衛助さん 昭和 ９年８月 １日 米寿

萩本豊七郎さん 昭和２０年８月２１日 喜寿

吉部知子さん 昭和４６年８月２８日

才川豊揚さん 昭和４９年８月 ８日

井上誉之さん 昭和４９年８月１８日

桑野智彰さん 昭和５２年８月１２日

入江良太郎さん 昭和５４年８月２８日

ＢＥＪテーブル

ＣＫテーブル

ＦＧＨテーブル

８月 ４日（木）１８：３０より 石蔵 福岡朝日ビル店

８月２３日（火）１８：３０より 中国料理 鴻臚

８月１８日（木）１８：３０より 日本料理 弁慶

テーブル会テーマ：
”やさしさ、まこと、とも生きの心で”を受けた
会員増強案

～ テーブル会のお知らせ ～

２０２１～２０２２年度
会長・幹事・理事・役員・委員長の皆さま

お疲れさまでした！

２０２２～２０２３年度
会長・幹事・理事・役員・委員長の皆さま

よろしくお願いします！

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
８月３０日（火） 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！


