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次回４月 ４日(月)の例会は、 
    

 観桜会＆創立 30周年祝賀会 

     場所   リーガトップ 

     時間   18:30~ 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

例会日   月曜日 12:30～１３：３０ 
例会場   リーガロイヤルホテル小倉 
事務所   小倉北区堺町1-2-16-3F 

ＴＥＬ    ０９３－５３１－４０１５ 

ＦＡＸ    ０９３－５３１－１０２２ 
   

 会長の時間（３月１４日  １２５２回 例会記録）            
 

出席報告  ３月１４日 

 

 

在籍会員数 ３８名 

義務出席者 ３７名 

ゲスト    ３名 

ビジター      ０名 

本日出席数   ３４名 

本日出席率  91.89% 

前々回修正出席率 100％ 

２０２１～２０２２年度 

小倉中央ロータリークラブ週報 

第１２５３回  本日の例会             ３月２８日(月) 
   

本日の卓話    クラブ協議会 

「               「上半期活動報告および下半期活動計画」 

 

 

 

 【 記 念 例 会 プ ロ グ ラ ム 】 

１２：３０  開会点鐘 

              国歌斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

              物故会員黙祷 

              入会式 

              会長あいさつ 

              実行委員長あいさつ  

              出席皆勤者表彰 

              小倉中央 RC創立時の思い出   

              メモリアル動画 

              幹事報告 

              出席報告 

              ニコニコ献金報告 

              記念撮影 

    １３：３０  閉会点鐘 

 

  

３月のお誕生日

     

１５日  安部 髙子会員 

２０日  光應 知廣会員 

３０日  安木 功会員 

          

 

 

  

22日(火) PETS 

会長エレクト研修セミナー 
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 ご あ い さ つ 
                              

会長  白石 晴美 

 

 

３０年前のまさにこの日

に、小倉中央ロータリークラ

ブが創立されました。昨年よ

り 30周年の実行委員会が準備

を進めてまいりましたが、コ

ロナの影響下、残念ながら関

係各位をご招待しての式典は

できず会員のみの記念例会と

なりました。 

我がクラブは 2700地区で初めて女性会員を含むク

ラブとして、1992年に小倉ロータリークラブをスポン

サーとし誕生しました。 

ロータリー活動の精神を深く理解し認識しておら

れた、故上野正康パストガバナーの熱意と尽力のおか

げでした。メンズクラブとして発足したロータリーク

ラブが、紆余曲折の末定款変更をし、女性会員受入れ

を決めたわずか 3年後のことです。 

30年の歴史の中には 2700地区初の女性会長を含め

6人の女性会長、地区初の女性ガバナー補佐の輩出も

ありました。我がクラブは、現在でもこの地区で老若

男女の会員のチームワークが醸すロータリー活動の在

り方の先駆けであり続けていると自負しております。 

コロナ禍で休会やむなしの状況下、若い会員達がい

ち早く環境を整え、2700地区で真っ先にズーム例会・

ハイブリット例会開催に取り組み実践しました。休会

時の空白時間を少しでも埋め、画面越しながら対面・

会話の時間を共有し、その先進性はクラブの連帯感や

帰属意識を深めてきました。 

ロータリークラブがメンズクラブとして発足し、女

性会員が認められて小倉中央ロータリークラブが活動

を始めて 30年の間には、1業種 1人の縛りがなくなり

Ｅクラブが認められ、週１回の例会は月 2回でも可、

メーキャップはその年度内で可、休会規定も変化して

きました。 

今後も地区がなくなりガバナーがなくなるなど大き

な変化が予測されます。その変化を受入れながら、

我々は個性をいかしながら、前述の先進性と 30年の

積み重ねからの教訓を 40周年、50周年への活動の原

動力としていきたいものです。  

 

 

 

 

 

創立３０周年実行委員会 

             委員長  安部 髙子 

                

 

創立 30 周年を迎えるにあたり、

実行委員長として、ひとことご

挨拶とご報告を申し上げます。 

まず、記念事業としては、5 年

前から行っている児童養護施設

への支援をさらに北九州市内１

４のロータリークラブへ拡げる

活動をしようというところから

始まりました。 

しかし、新型コロナウイルスの感染の波が幾度とな

く繰り返され、他クラブへの訪問もできずさらには、

施設への訪問もままならない状況になりました。 

その中でも実行委員会を重ね、施設の子供たちにグ

ローバルな社会を見せようと外国でのホームステイ留

学を企画中でしたが実現できず大変残念に思っていま

す。 

しかし、この貴重な話し合いを長期計画委員会に引

き継ぐ事により、10年後、20年後、児童養護施設への

支援が広がることを信じています。 

もう一つは、創立 20周年のときに実行したタイムカ

プセルを開け、その時に 145 通の手紙（主に市内のイ

ンターアクトクラブの高校生）が入っておりましたの

で、10年後の今年、郵送いたします。 

小倉中央ロータリークラブのホームページに感想を

書き込む箇所も作っておりますので、また、ご報告で

きればと思っています。 

本日、ガバナー、近隣の RC、志摩 RC、会員 OB を迎

え、記念式典を盛大にとり行うことはできませんでし

たが、ささやかながら、3 月 14 日に皆さんで集うこと

ができ、大変嬉しく思います。 

小倉中央ロータリーは、若い会員の皆様が活躍でき

るクラブになっています。 

これから先、40周年、50周年と発展していきますよ

う願っております。 

最後に、創立 30周年ということで、皆様に記念品を

準備いたしましたのでどうぞお持ち帰りください。 
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・本日は、創立 30周年記念例会にあたり、親クラブである小倉 

RC より、祝電とお祝儀が届いております。 

会長、幹事、安部実行委員長と共に、18日(金)の小倉 RC 

の例会へお礼に伺います。 

 

 

３０年皆勤者 ・・・・・ 安木 功、羽地 良一、吉田 裕彦 

２７年皆勤者 ・・・・・ 熊野 康雄、芳賀 元生 

２２年皆勤者 ・・・・・ 池浦 泰徳 

２０年皆勤者 ・・・・・ 村口 年治、原田 緑 

１７年皆勤者 ・・・・・ 白石 晴美 

１６年皆勤者 ・・・・・ 樋上弥寿子 

１１年皆勤者 ・・・・・ 浅海 輝二、河野 一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリーでとても大切にしている “例会出席” 

 欠席した時には、必ずメークアップ（出席補填）をする。ロータ

リー精神を持ち続けるロータリアンの鏡です！ 

 100%出席、連続 10年から表彰されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 田村
た む ら

 雅史
まさふみ

さん 

   生年月日  1975年 9月 2日 

   事業所    田村産業㈱ 

   役 職     代表取締役社長 

   推薦者    古川会員  吉田会員 

    

 廣
ひろ

石
いし

 浩
こう

二郎
じ ろ う

さん 

   生年月日  1970年 4月 26日 

   事業所    ユタカ開発㈱ 

   役 職     代表取締役 

   推薦者    林田会員  安部会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告                   芳賀幹事  

出席皆勤者表彰  

新会員  入会式  
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お祝い 
2022年 3月 14日 

小倉中央ロータリークラブ 

会長  白石 晴美様 

 

             創立 30周年、誠におめでとうございます。 

貴クラブのますますのご発展と皆様のご活躍を祈念いたします。 

 

小倉ロータリークラブ 

会長  杣 巌 

令和４年３月吉日 

小倉中央ロータリークラブ 

 会長 白石晴美様 

 会員の皆様へ 

志摩ロータリークラブ  

会長 山本久代 

 

小倉中央ロータリークラブ、白石会長並びに会員の皆様、創立３０周年誠におめでとうございます。心から

お祝い申し上げます。 

今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、記念式典の開催を中止されたことは非常に残念なお気持

ちであろうとご推察いたします。 

当クラブの会員も総勢１７名でお祝いに駆け付けようと準備を進めていたところでございました。 

小倉中央ロータリークラブ様とは、既に１２年にも亘り、友好関係を続けさせていただいており、交流を温

めて参りました。いつもお会い出来ることを楽しみにしており、今後も、両クラブの親交、絆を深め、楽しく

ロータリー活動に邁進できればと思っております。 

貴クラブの３０年の歴史には、歴代会長並びに会員の皆様の努力により地域のリーダーとなり、多くの奉仕

活動に貢献されたことと存じます。今年度の白石会長の挨拶文を拝見いたしますと、とても志摩クラブにも共

通する点があり、共感を覚えます。 

これまでの３０年を振り返り、そして気持ちを新たに前に進まれる小倉中央ロータリークラブ様におかれま

しては、実り多き未来になりますよう、志摩ロータリークラブ会員一同、心よりご祈念申し上げます。 

 

ニコニコ献金報告                                          累計    ３３１，５００円 

 

白石会員―会員の皆様のご協力で無事 30周年記念例会を迎えることができました。心より感謝しております。 

芳賀会員―30周年記念例会、ご出席ありがとうございます。 

大久保会員―あっという間の 30年。これからも長く続きますように。 

吉田会員―私たちのクラブの創立 30年を祝すとともに 30年間、ロータリアンでいれたことに感謝します。 

林田会員・古川会員―廣石さん、田村さん、入会おめでとうございますこれからのロータリーライフを十分に楽しんでください。 

                                                      計  ３５，０００円 

 

祝お誕生日祝い・・・長戸操会員 浅海輝二会員 大西千里会員 安部髙子会員  

安木 功会員 光應知廣会員 豊川裕子会員 


