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国際ロータリー会長 ゲイリーC.K. ホァン
「ロータリーに輝きを」

熊澤淨一第2700地区ガバナー
「あたたかき心を常に抱いて」

永岡守幸行橋ロータリークラブ会長
「あたたかき心を常に抱いて、ロータリーに輝きを」

副会長 道脇孝一
志村俊郎幹 事

ＳＡＡ 林 鋭典
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今後のスケジュール

7月10日（木） インターアクトクラブ例会 16:10～ 行橋高校

7月13日（日） 2013-14年度 第4回親和会 12:18スタート チェリーゴルフクラブ

7月15日（火） 通常例会/決算、監査、予算報告 12:30～ 京都ホテル

7月22日（火） 夜間例会/前会長幹事慰労会 18:30～例会、19:00～懇親会 周防館

交換留学生 志村沙紀さん帰国 福岡空港19:55着

7月27日（日） インターアクト指導者講習会 10:00～15:50 クローバープラザ（春日）

7月29日（火） 休会（定款規定により）

8月 5日（火） 通常例会/会員増強アワー 12:30～ 京都ホテル

8月12日（火） 休会（盆休みのため）

8月19日（火） 通常例会/会員卓話 12:30～ 京都ホテル

8月26日（火） 夜間例会/納涼例会 18:30～例会、19:00～懇親会 京都ホテル

本日の例会

第２４７９回例会 ２０１４年７月８日（火）

①開会点鐘
②ロータリーソング「我等の生業」
③四つのテスト唱和
④ふれあいの握手
⑤お客様の紹介
⑥入会式 九州電力㈱行橋営業所 所長 久冨政夫氏
⑦７月度入会月祝い 5名
⑧お食事の時間
⑨会長の時間
⑩各委員会報告
⑪出席報告
⑫幹事報告
⑬本日のプログラム「各小委員長挨拶」
⑭ニコニコの発表
⑮閉会点鐘

ＴＯＰＩＣＳ

２０１４－２０１５年度 スタートしました

永岡会長、志村幹事、よろしくお願いします

出席率／7月1日

会員数 ３９名
出席対象数 ３９名

欠席数 ７名

事前メークアップ ２名

出席率 ８７．１８％

【ﾒｰｸｱｯﾌﾟ】 奥村R.、宮西R.

修正率／6月24日
事後メークアップ ０名

修正出席率 ９１．３０％

【ﾒｰｸｱｯﾌﾟ】

累計出席率

前年度累計 ８１．６５％



第２４７８回 例会記録 ～２０１４年６月１７日（火）

国歌斉唱、ロータリーソング「我等の生業」

ソングリーダー 井手康徳

ロータリーの目的唱和 野正孝則（前年度ロータリー情報委員長）

会長挨拶（永岡守幸）

今日から１年間会長の座につきます。去年副会長になりまして、あっと言う間の１年間でした。

今期１年もそのようになればと思います。今期のクラブの重点目標は会員増強を掲げていま

す。会員40名の船出ですが、今期目標は出来れば純増5名としたいのですが、いまの環境か

ら考えると純増3名と致します。今のクラブの活動、インターアクト、国際交換留学を持続する

には、会員数は46名が分岐点であります。それに近づけるように会員の皆様に今月より候補

者を探して頂きたいと思います。今年は今まで以上に親睦を深めるために納涼例会、ホタル見例会、など

懇親会を多くしています。おおいに友情を深めて頂きたいと思います。5月には恵庭ＲＣの45周年のお祝い

に有志で訪問します。インターアクトクラブについては、次年度行橋高校が年次大会のホスト校となります

ので、その準備として、生徒には今までに以上に活発に活動していただきたいと思います。交換留学生に

ついては今年8月にアメリカからやってきます。今度の留学生はお父さんがロータリアンと聞いてますので、

よりよい関係が築けるでしょう。ニコニコですが、今年度は資金不足のため、入会月祝いには3,000円のニコ

ニコをお願いしたいと思います。夜間例会については、今年度7回ありまして、資金不足のため、出席者に

は2,000円を徴収させて頂きます。最後になりますが、1年間を乗り切る為には、会員皆様のご協力が必要

ですのでよろしくお願いします。

委員会報告

増強・分類委員会（大山紀子）

新会員候補者告知 増川会員が転勤により退会した後、新しく所長としておいでになった久冨政夫さんが、

九電さんより紹介を受けました。53歳でございます。奥様と息子さん娘さんお一人づつでございます。その

他何かご不明な点がございましたら、事務局にお問い合わせ下さい。また増強に関しては、非常に厳しいで

す。どこまでも出向きますので、どうか皆様お一人お一人のご推薦をよろしくお願いします。

出席報告 会員数39、欠席7（届出あり5、届出なし2）、出席者数32、事前ﾒｰｸｱｯﾌﾟ2、出席率87.18%

幹事報告（志村俊郎）

・会員増強セミナーの案内 7/26(土)13:00～17:00 福岡商工会議所ビル

・インターアクト地区研修会の案内 7/5(土)13:30～16:30 博多ARKビル

・インターアクト指導者講習会の案内 7/27(日)10:00～15:50 春日市、クローバープラザ

・新会員推薦者認証ピンについて報告（2/27付け）

推薦者のための認証プログラム」は、新会員の勧誘に貢献した会員を称えるために、国際ロータリー理事

会が承認した新しいプログラムです。これにより、2013年7月1日以降にロータリーに入会した新会員の推

薦者に、認証ピンと裏当てが贈呈されます。裏当てには、推薦した新会員の人数に応じて異なる色が使用

されます。新会員を1人推薦した正会員には、襟ピンのほかにブルーの裏当てが贈呈され、推薦した新会

員の数が増えるにつれて、違う色

の裏当てが贈られます。

末松和典R.推薦者 末松孝一R.、

古賀貴士R.推薦者 林 鋭典R.



本日のプログラム「会長・幹事・四大奉仕委員長挨拶」

【幹事 志村俊郎】 先週までSAAを担当し、今週から幹事を仰せつかりました志村です。６月は、

次年度プログラムの策定や委員会方針の打合せ、合同委員会の開催、予算策定と怒涛の１か月間

で、スタートをする前から既に息切れがしている状態でした。休む間もなくスタートしたため先行き大

変不安でしたが、考えてみれば永岡会長の方針をスムーズに遂行できるようにすることが私の仕事

なので、もう少し肩の力を抜いて、皆様方との意見調整や意見の集約などに努めてまいります。１年

間、どうぞよろしくお願い致します。

【副会長・クラブ奉仕委員長 道脇孝一】 大きな事業はないがひとつひとつの行事をきっちりと成

し遂げたいと思います。会員増強については増やす事はもちろん大事ですが、現会員を減らすこと

のないように、特に入会３年未満の会員の人達には、クラブが楽しいと思ってもらえるようにしたいと

思います。具体的には親睦を深めるために、勉強会と懇親会を多くできればと思います。

【職業奉仕委員長 夕田宜功】 職業奉仕とは、既に皆様方ご存知と思いますがロータリーの金看

板であるといわれております。すなわち他の奉仕団体と体質的に違う点は、職業奉仕の概念を持って

いるということです。それはロータリーの綱領第2項に記載されている通りであります。これを実践され

てこられた方が田中作次元ＲＩ会長のような生き方、考え方が職業奉仕、奉仕の理念の実践ではない

かと、ＩＭの勉強会でのお話でありました。そこで6月中に時間をもらって、田中作次会長のＤＶＤを是

非上映するよう指導がありました。よって今年度も引き続き次に掲げた項目を実行していきたいと思います。

①「四つのテスト」の唱和…第2例会 ②職業活動表彰…10月の職業奉仕月間 ③職場例会…1回程度 ④田

中作次元ＲＩ会長のＤＶＤの上映および外部卓話 ⑤出前講座（京都高校）…京都高校との打ち合わせ

【社会奉仕委員長 小坪幸一】 クラブ細則によると、この委員会は、会員がその地域社会に対す

る諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとす

る。と なっています。このことを成す為に、環境保全委員会とインターアクト委員会が、計画してい

る、事業に協力し、後方支援をし、クラブ内での調整役に徹したいと思っています。今年はインターア

クトクラブが年次大会の当番校に次年度になるための準備の年になります。年次大会の準備委員

会の設立等の支援を行いたいと思います。

【国際奉仕委員長 末松孝一】 国際奉仕委員長と地区国際青少年交換委員を仰せつかっていま

す末松です。今年度はアウトが梅田まりあさんという方で現在オハイオ州に行くべく受入学校探しや

諸手続を進めています。インの学生はテネシーからチャールズ・ジョンソン、CJというニックネームの

学生が来る予定です。お父さんがロータリアンで本人も幼少の頃から奉仕活動に参加していたと聞

いています。ホストファミリーについてですが、ファーストホストを私のところで、あとは塚本会員、永

岡会長、志村幹事、石井さんのご両親のお宅ということで５ファミリーを予定しています。１ファミリー約２ヶ月間に

なる予定です。私のところも共稼ぎで日曜日あたりは家でほったらかしということもありましたので他の会員でよか

ったらショートステイとか食事に連れて行くとか、日帰りでどこかに連れて行くとかフォローご協力を是非お願いしま

す。来年度のアウトは永岡会長の長男さんが手を上げてくれてます。早急に地区にエントリーの準備をしたいと思

います。以上留学生関係でお世話をおかけしますがみなさんの暖かいフォローを国際親善奉仕ということでよろし

くお願いします。

【ＳＡＡ 林 鋭典】

例会が楽しくスムーズに進行するように努めます。携帯電話の着信音をマナーモードにして頂けるよ

うに努めます。メークアップの方が来られても、良いイメージで帰って頂くように務めます。一生懸命

務めさせていただきます。これからもご指導をよろしくお願いします。



ロータリーの目的
ロータリーの目的は、有益な事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育成する。

特に、次の各項を奨励することにある。

第１ 奉仕の機会を通して知り合いを広めること。

第２ 奉仕の機会を通して、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、ロータリアン

各自の職業の品位を保つこと。

第３ ロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生活、社会生活において、奉仕の理念 を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、国際ロータリーの活動を通して、国際理解、親善、および平和を推進すること。

（言行はこれに照らしてから）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

行橋ロータリークラブ

行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所別館2F

TEL◆0930-22-4163 FAX◆0930-22-7510

URL◆http://rotary.yukuhashi.org

e-mail◆rotary@yukuhashi.org

例会日◆毎週火曜日12:30～13:30

例会場◆京都ホテル(行橋市宮市町9-18 TEL0930-23-1800)

近隣クラブ例会日

行橋みやこRC (水)京都ホテル

田川RC (水)ザ・ブリティッシュヒルズ

苅田RC (木)スカイホテル苅田

豊前RC (木)築上館

豊前西RC (金)築上町リサイクルプラザ

Eクラブ (クラブホームページより)

ニコニコ発表（寺澤一光）

■会員数39名の出発ですが、楽しく仲良くやっていきたいと思いますので、会員の皆様のご協力よろしくお願いします。

（永岡守幸R.） ■今年度より副会長として会長を支えていきたいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。（道脇

孝一R.） ■永岡会長の年度方針がスムーズに遂行できるよう努めていきます。1年間よろしくお願いします。（志村俊郎

R.） ■ＳＡＡ、一年間頑張ります。僕は皆様を支えるより支えて下さい。これからもどうぞよろしくお願い致します。（林

鋭典R.） ■会長、幹事、各委員長の皆様一年間どうぞよろしくお願い致します。（梅田隆子R.） ■永岡会長、志村幹

事、四大委員長、一年間よろしくお願いします。増強ご協力よろしくお願いします。（大山紀子R.） ■永岡会長と志村幹

事には、この1年間よろしくお願いします。（尾形知文R.） ■前会長、幹事お疲れさまでした。今年度会長、幹事、役員よ

ろしくお願いします。（木村圓雅R.） ■会長、幹事をはじめ新役員の方々、一年間宜しくお願い致します。明日2日は海

開きの神事を行います。皆さん海に遊びに来て下さい。（小坪幸一R.） ■増強のピン贈呈ありがとうございました。永岡

会長、志村幹事、1年間どうぞよろしくお願いします。（末松孝一R.） ■永岡会長、志村幹事、各委員長の皆さん宜しくお

願いします。（野正孝則R.） ■新会長、幹事、役員の皆さん一年間どうぞよろしくお願いします。（広報委員会より）発表

した方は必ず原稿を出して下さいね！（福島小太郎R.） ■永岡会長、志村幹事、役員の方、頑張って下さい。今年もよ

ろしくお願いします。（宮田将英R.） ■永岡さん始め理事の方々1年間頑張って下さい。（村上治郎R.） ■永岡会長、

志村幹事、委員長さん1年間頑張って下さい。（安本仁美R.） ■永岡会長、志村幹事、ほか理事、役員、各委員長の皆

様、一年間頑張って下さい。（簗瀬博司R.） ■職業奉仕委

員長として1年間一生懸命にやりたいと思いますので、皆様

のご協力お願い致します。（夕田宜功R.） ■永岡、志村年

度のスタートです。一年間よろしくお願い致します。会員減

で少し淋しくなりましたが、「明るく輝く、行橋ロータリー！」

皆で楽しく頑張りましょう。（若山直樹R.）

本日計 19,000円、累計 19,000円

ありがとうございました。

左:社会福祉協議会便り7月号 右:市報7.1号


