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「やさしさ、まこと、とも生きの心で」

１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．卓話の時間

「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
（梓書院 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

松中友広 様

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

中華弁当

ニラと玉子のスープ

チャーハン

マンゴープリン

８月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます



会長 大和竹史会長の時間（２０２２年 ８月 ４日）

一昨日、第４回目のワクチン接種を受けました。３回までは接種後、何とも

なかった人が４回目は、気分が悪くなったり、熱が出たとか聞いていました

ので鎮痛解熱剤を処方していただきました。幸い何ともなく昨日のテーブル会、

今日の例会、理事会、テーブル会に出席できそうです。

さて８月は会員増強・拡大月間です。福岡東ロータリークラブは期末１００名を

目標としています。全員で増強に当たり、多様性を考慮し、女性会員の増強を

図りましょう。会員増強が少数の会員に負担がかからぬようにお願いします。

この８月中に皆さん、推薦可能な方に接触してください。８・９・１０月が会員増強

の正念場と捉えております。よろしくお願いします。

村瀨高広様・小西研一様（佐世保北ＲＣ）：６月９日に続き、２回目のメークアップになります。貴クラブにならい、

新年度から例会時、卓上にネームプレートを設置し、テーブルマスターを配することにしました。貴クラブのような

楽しく気品のある例会運営を目指し、本日も何か盗んで帰りたいと思いっマス。本日は宜しくお願いします。

大神朋子さん：佐世保北ロータリークラブ村瀨会長、小西幹事のご来訪を大歓迎いたします！

大和竹史さん・立花浩介さん：本日はＮＰＯ法人キーアセットの渡辺守様、高橋幸子様、松本倫明様、卓話

よろしくお願い致します。

中村衛助さん：８月１日で８８才、米寿を迎えました。もう少しロータリーを続けられたらと思っています。どうぞ

皆様よろしくお付合い下さい。宜敷くお願い致します。

坂口洋介さん：本日オブザーバーとして参加させて頂きます新福（しんぷく）さんとおっしゃいます。どうぞよろしく

お願い致します。

8/4 5件 24,000円 累計 299,000円 西川真太郎 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

出席報告 ８月 ４日 出席委員会

会員：会場／５２名 オンライン／２名（うち免除会員１名）
ゲスト：渡邊 守様（卓話者）ご同行２名・新福貴法様（例会見学）・
ヌリンさん（米山奨学生） ビジター：佐世保北２名
合計：６１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： ７２％

修正出席率
７月２１日 ７８％

１０月６日開催予定の職業奉仕・国際奉仕部門合同企画・持ち出し例会の下見に参加しました。株式会社ＱＴｎｅｔが

運営する『チャレンジャーズパーク』、毛利会員のご案内でｅスポーツを体験してきました。実際にゲームをしてみる

と、モニターの大きさ、映像の解像度、スピード共に異次元でした。そのコンセプトは「ｅスポーツを通じて、年齢や

性別、国籍や障害の壁を越えて誰もが参加することができるダイバーシティ社会の実現に寄与したい。」とのこと

ですが、ｅスポーツのプロ選手は、小学生のなりたい職業現在第３位！だそうです。知らないうちに世の中、ドンドン

進んでいます。スタジアムや研修もできる施設だけでなく、軽食やアルコールも提供されており、イメージとしては

野球観戦と同じ感覚です。ぜひ、異次元の新感覚を体験ください。ぜひ、ご一緒しましょう！

＝ テーブル会 ＝

２０２２年８月４日（木）

ＢＥＪテーブル：「石蔵 福岡朝日ビル店」

～職場訪問（持出し例会） に向けて～

「ｅスポーツ総合施設『チャレンジャーズパーク』に

行ってきました！」

報告者 松田 修会員



司会 園田京子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年 ８月 ４日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

伴奏：高野悦子さん

ソングリーダー：石藏啓孝親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「国歌 君が代」・「奉仕の理想」

◆プログラム委員会 金光孝男委員長
・卓話予定がＱＲコードから読み込めます。
◆内野友昭会員
・８月３日（水）ＡＤＩテーブル会報告

＜委員会報告他＞

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・８月１１日（木）休会
・８月２５日（木）夏の会員家族懇親会（夜間例会）
・テーブル会のご参加お願いします

「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月の誕生祝＞ ７名中３名出席

＜卓話の時間＞ 永島藤吾会員よりご紹介



あとがき ： 正岡理事から「クラブ会報は例会の華」とのお言葉をいただきましたが、卓話はその中心だと思いました。
卓話はロータリークラブに参加する大きな意義と思います。プログラム委員会の皆さまが心をくだかれて、毎週、企画
いただいている、本当にありがたいです。例会にやむなくお越しになれない方にも、その内容をしっかりお伝えしたいと
思います。 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２５日（木）予定

夏の会員家族懇親会
（持出し夜間例会）

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

１０月 ６日（木） 職場訪問（持出し例会） １１：１５ 現地集合

eスポーツ総合施設 チャレンジャーズパーク

１０月１３日（木） オープン例会 １２：００～１４：００ 例会場

※通常例会は１２：３０～１３：３０です

２０２２年 ８月２４日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２２年 ９月１４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]

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
糸島 ８月２８日（金） オンライン例会
博多 ８月３０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２２日（月） 福岡平成
８月３０日（火） 太宰府・博多イブニング
９月２０日（火） 福岡城西・太宰府

ＣＫテーブル ８月２３日（火）１８：３０より 中国料理 鴻臚
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 ～

～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！

１．コロナ禍における例会実施について ＜承認＞
２．１０月６日（木）職場訪問（持出し例会）について ＜承認＞
３．１０月１３日（木）オープン例会について ＜承認＞
４．新会員４名の入会について（本クラブ１名／衛星クラブ３名） ＜承認＞
５．青少年交換学生応募について ＜承認＞
６．１０月９日（日）健康イベントについて ＜承認＞
７．ガバナー支援室特別会計について ＜承認＞
８．地区委員の委嘱について ＜承認＞

薙野修二会員・新嶋秀夫会員…地区研修委員会 委員

■８月定例理事会議事録■ ２０２２年 ８月 ４日（木） ホテル日航福岡

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

８月１８日（木）１９：００より、カラオケ同好会を開催します。
仕事等にて遅れての参加も大歓迎です。ぜひご参加ください！
場所：スナック橙 会費：４，０００円（軽食つき） 興味のある方は津曲会員まで。


