
第863回例会　 平成19年11月29日（木）

例会日／毎週木曜日　12：30
例会場／中津オリエンタルホテル　　☎24-8111
事務局／〒871-0055 中津市殿町1383の1 中津商工会館2F
☎0979-22-9716　FAX 0979-22-9722

メール／office@n-heisei.org
ホームページ／http://www.n-heisei.org/

会　　　長　　若 松 定 生
幹　　　事　　榎 本 正 則
会報委員長　　田 原 和 己

国際ロータリー2720地区

2007～2008年度
2007～2008年度　国際ロータリー・テーマ

国際ロータリー会長　ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン

ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（862回例会）の記録　平成19年11月17日(土)

○次回例会プログラム

■ビジター

　なし

　

■出席報告

　会　員　数　26名
　免 除 者 数　０名

　対 象 者 数　26名
　本日出席者　22名
　欠 席 者 数　４名

　出　席　率　　　　84.62%

ロータリー夜学　担当:クラブ奉仕委員会　加来委員長
　　　　　　　　担当:Ｒ情報委員会　白石委員長

ゲスト卓話
中津土木事務所次長兼企画調査課長　進　秀人氏

■前々回出席報告の修正

　前々回欠席者　　４名

　メイクアップ　　２名

　欠　席　者　　２名

　修正出席率　84.62%→　92.31%

●メイクアップ

　小野（嘉）、松本（中津中央）

●欠席者

　江渕、小野（裕）

若松美佐子

水田千佳代　事務局員　　  （文責：田原）



君が代、奉仕の理想

会長　若松　定生
　平成ロータリークラブ
の皆様、こんばんは!よ
うこそ、我が中津平成
RC担当の平成4クラブ
姉妹交流会in博多に多
数の平成RCの皆様に参
加していただきありがとうございます。この
交流会は、平成２年５月12日、私達中津平成
RCの認証状伝達式の日に４クラブ姉妹交流
の調印式が中津で行われ、翌年９月に仙台平
成RCのご担当により第１回目の交流会が仙
台において実行されました。この折に、交流
会の廻り順を仙台平成→熊本平成→加古川平
成→中津平成と決めました。以降毎年、但し
周年事業のあった年を除外した事もあり、今
日で16回目４順目の最後となっています。
　さて、この会はロータリーを基本として集
まっております。私共のクラブの本年度会長
テーマは「参加しましょう」です。平成元年
11月16日に創立されました中津平成RCも本
年で19年目を迎えました。この年月の間に
ロータリーへの貢献、取り組み、学び、親
睦がやや慣れすぎてきたのではないでしょう
か。未熟ながら私自身のロータリー活動を振
り返ってみますと、ロータリーの諸活動は参
加し体験して改めて理解することも多く、そ
して参加会員同士の触れ合いがロータリー
を継続して行く力を生み出す源と思っていま
す。是非共、皆様共 あ々らゆるロータリー活動、
奉仕活動に参加する事により、すべての平成
ロータリークラブの繁栄を願ってやみません。
　最後になりましたが、本日は不行届の点、
多々あると思いますが、どうぞロータリーの
友情にてご容赦下さい。また、この姉妹交
流の発起人である当クラブの向笠寛初代会長
が足の痛みで出席できなくなり、皆様によろ
しくお伝え下さいとの伝言を預かって参りま
した。以上をもちまして会長の挨拶と致します。

幹事　榎本　正則
●中津３クラブ合同ゴ
ルフコンペは、平成
20年２月11日（月）
建国記念の日に行い
ます。
●12月6日（木）の例
会はロータリー夜学で18:30よりオリエ
ンタルホテルで行います。

なし

担当：プログラム委員会

○仙台平成RC、熊本平成RC、加古川平成
　RCより、それぞれニコニコを頂いています。

歓迎のことば　中津平成RC 若松定生
　ホストクラブを代表しまして歓迎の言葉を
申し上げます。本日は仙台から、加古川から、
熊本から、平成の文字を所縁とする姉妹クラ
ブのたくさんの皆様のご参加誠にありがとう
ございます。私共もフルメンバーに近い会員
にてご接待申し上げたいと張り切っています。
　先程４回目のホストと申しましたが、観
光を申しますと、１回目H6.11.18に国東半
島仏の里めぐり、２回目H11.9.18に湯布院、
別府温泉、３回目H15.11.7に北九州門司港
レトロ、４回目はここ博多にて交流会を行い
ます。どうぞ、旧交をあたため、新しい友人
を作り大いに楽しんでいただきたいと思いま
す。以上にて「歓迎のことば」とさせていた
だきます。

平成ロータリー四姉妹クラブ
合同例会・懇親会
稚加榮　TEL 092-721-4624
15：30～　登録受付（稚加榮３F）
16：00～　会長幹事会（稚加榮１F）
17：00～　合同例会（稚加榮３F）
・点鐘　中津平成RC会長　若松定生
・国歌斉唱　「君が代」
・ロータリーソング「奉仕の理想」
・来訪クラブ紹介
　姉妹交流委員　二反田新一
・会長挨拶
　中津平成RC会長　若松定生
・来訪クラブ会長挨拶
　加古川平成RC会長
　熊本平成RC会長
　仙台平成RC会長
・幹事報告　４平成RC幹事
・委員会報告
・ニコニコBOX
・点鐘
17：40～　記念写真撮影
18：00～　懇親会（稚加榮3F）
・歓迎のことば
　中津平成RC会長　若松定生
・乾杯　中津平成RC　岡野重信
・「博多の芸者さん」
・閉会の辞
　中津平成RC次期会長　加来敏男
・ロータリーソング「手に手つないで」
20：30～　二次会 中洲 クラブ アルファ

（貸切） TEL 092-262-7731

11月18日（日） ゴルフ
福岡センチェリーゴルフクラブ
TEL 0946-24-1115
6：30～　ホテルチェックアウト
7：50～　スタート時刻①8：21～

表彰式終了予定　15：00

参加者名
仙台平成RC
新田目倖造　会長
小島　　優　副幹事
庄子　嘉典　会長エレクト
中澤　明治　親睦委員長

加藤賀珠男　  小林　孝男  　小松　外治
森山　　正　  須藤　正久　  渡部　恵次

新田目満智子　  加藤　瑛子　  小林人祀子
小島　真理　  森山みつ子　  中澤　睦子
庄子　真紀　  須藤　達子　  阿部　淑江
渡部　絹子

加古川平成RC
大西　信良　会長
林　　知宏　幹事
亀田　龍昇　会長エレクト
木下　三朗　親睦活動委員長

穴田浩一郎　  磯野　孝廣　  岡﨑　智昭
小川　　豊　  加古　頼明　  瀬戸　信之
西村　敏男　  藤本　定男　  安本　　豊
山本禮三郎

熊本平成RC
岡村　幸輝　会長
菊池　晴美　幹事
川口　公二　会長エレクト
福岡鋭一朗　姉妹クラブ委員長

大森　仁志　  芹川三代子　  澤田　悦幸
吉田　末春　  那須　浩一　  森野　修二
宮本　量治　  岡村　麻奈　  橋本　美紀

中津平成RC
若松　定生　会長
榎本　正則　幹事
加来　敏男　会長エレクト
矢頭　和敏　姉妹交流委員長

青木　秀暢　  土居　孝信　  江渕　一秀
岩淵　正芳　  梶屋　　武　  辛嶋　　崇
熊谷　直輔　  松本　幹夫　  永松　達彦
二反田新一　  小川陽一郎　  岡野　重信
小野　嘉之　  白石　耕三　  出納　皓雄
田原　和己　  津崎　和美　  渡邉　文敏

青木まゆみ　  青木　優華　  土居　恵美
江渕喜代美　  梶原　妙子　  梶屋ミサ子
辛嶋　貞子　  熊谷　龍代　  永松フミ子

「ロータリーは分かちあいの心」　“ROTARY SHARES” 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　“He Profits Most Who Serves Best”

四つのテスト（言行はこれに照らしてから）　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

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告

ニ コ ニ コ ボ ッ ク

委 員 会 報 告
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姉 妹 交 流 例 会


