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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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「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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クラブのテーマ

「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

森 純子 会員

渡部 一 会員

それでこそロータリー

１、どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合おうよ

それでこそ ローローロータリー

コーンクリームスープ クルトン添え

豚肩ロースのソテー プロヴァンサル
パルミジャーノチーズ風味

ほうじ茶と
ホワイトチョコレートのムース

自家製パン

コーヒー

「帝
国
ホ
テ
ル
東
京

ロ
ビ
ー
の
向
日
葵
」

塚
田
征
二
会
員

撮
影

令和４年８月１９日



会長 大和竹史会長の時間（２０２２年 ９月 ８日）

月信９月号９ページに我がクラブへのガバナー公式訪問報告が

記載されております。女性会員が２割、３年連続ＳＡＡに女性起用、

例会が和やかである、会員増強に素晴らしい取り組みをしている、

佐世保北ＲＣとの友好クラブ締結など幅広く交流されているなどと

評価されています。

女性会員が多く、活躍しているという強みを更に増強する参考に

なる記事がロータリーの友８月号に掲載されました。特集「多様性の

あるクラブづくりへ女性会員を増強しよう」が組まれています。

この記事を参考にまずはオープン例会への参加を勧誘したり、例会

見学を勧めて下さい。よろしくお願いします。

★卓話者の木下敏之様よりお車料をにこにこしていただきました

大和竹史さん・立花浩介さん：福岡大学の木下敏之先生、本日の卓話、ありがとう

ございます。会員に著書をいただきまして誠にありがとうございました。

宮本由希さん：誕生日プレゼント、ありがとうございます。

金谷久司さん：佐世保が生まれ育ちの地である私は、佐世保に強い古里感を持って

いますので、今回９月１２日（月）に大和会長が佐世保北ＲＣまで出張して卓話をされる

とのことで、小生もぜひ同行訪問をと考えましたが、残念ながら月曜日は仕事日でした

ので行けません。しかし、大和会長の会長職としての頑張りには敬意を表します。ぜひ

にこにこさせて下さい。又、佐世保北ＲＣの皆様にはどうぞよろしくお伝え下さい。

9/8 4件 29,000円 累計 371,000円 西川真太郎 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

出席報告 ９月 ８日 出席委員会

会員：５２名（うち免除会員１名） ゲスト：木下敏之様（卓話者）

合計：５３名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員６名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
当日出席率： ７０％

修正出席率
８月２５日 ６５％
８月平均 ７４％

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！

２０２２年 ９月２８日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２２年１０月１２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 ：

「大和会長による素振り健康法・真向法の指導」

日時：２０２２年１０月９日（日） １３：３０～１５：４５

場所：西国武道会館

内容：竹刀の素振り健康法・真向法

～真向法について～

・創設者 長井津（ながいわたる）先生
・自らの半身不随を治すために開発
・合気道の準備運動に採用

・長い間に硬くなったからだです。
無理をせず気長につづけることが
大切です。
・呼吸を深く、正しく、静かに実行
しましょう。

（図版／朝日ソノラマ刊「真向法」より）

真向法体操 ＊真向法の４つの動作

ぜひご参加ください！



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年 ９月 ８日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：毛利定夫親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「２７００のマーチ」

◆ロータリー情報委員会 石藏啓孝委員長
・本日１８：３０より、情報集会を１４名参加で開催します。
脇坂会員より「ロータリーの三賢人」と題してお話しいただき
ます。食事は和食の松花堂弁当です。

◆ガバナーエレクト支援室 田村志朗会員
・支援体制の要、ガバナー補佐が決定しました。ガバナー補佐
懇談昼食会が開催されます。
・来月開催のオープン例会ですが、ビジター参加はまだ４名に
止まっています。お声がけお願いします。

◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・８月２５日家族懇親会を開催しました。手作りバルーンアートや
ビンゴゲームなど工夫をこらしました。
冬の家族懇親会もご参加よろしくお願いします。

◆寺岡裕子会員（ＦＧＨテーブル会報告）
・「やさしさ・まこと・ともいきの心で会員増強」がテーマでした。
会員の絆は行事を通じて深まる、柴田会員と田村会員の
「ロータリーという本が増補するように」など印象的な話が多く
ありました。

◆健康増進委員会 桑野智彰委員長
・１０月９日（日）に大和会長の「素振り健康法・真向法の指導会」を
開催します。奮ってご参加ください。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・本日、卓話いただく木下教授より献本いただいております。
・柳川２０２０ローターアクトクラブの認証式が開催されます。
チャーターナイトに１２名の出席枠があります。別途、案内
しますのでご参加ください。
・試験的に例会の食事を１２時（着席後）スタートとします。
対象は来週（９月１５日）、再来週（９月２２日）です。

「データが示す福岡市の不都合な真実」

福岡大学経済学部 教授 木下敏之 様

＜卓話の時間＞

１．福岡市民の一人当たり所得は３０年間横ばいで、実質的に減少
しています。

２．世帯の４０％は年収３００万円未満です。全国平均以下。
３．子供たちの四人に一人が貧困で苦しんでいます。全国平均より大幅に
悪いです。

４．福岡市の基幹産業は卸売・小売業ですが、この２０年間で売上が２割
減少しています。
○情報通信産業の売上は横ばいで伸び率は全国平均以下

５．福岡市で生まれる赤ちゃんは６年前から減少しており、九州で一番、
子供が生まれない超超少子化の自体です。

６．その理由は、独身者が多いこと（約４０％）と若い男性が女性より１０％
少ないこと

７．福岡空港移転に失敗したため、福岡空港からの外国人入国者数は
すでに横ばい。
今後、発展するアジアの活力を取り込めない状況です。どうしますか？



あとがき ： 福岡大学経済学部教授 木下敏之様の卓話、企画いただきありがとうございます。勉強会などで他県の同業
と話すと福岡の恵まれた経営環境を指摘されることがあります。確かにその通りで勢いを感じる一方で実務面では疑問が
残ることもありました。今回の卓話で「福岡市の不都合な真実」に気づくことができ身が引き締まる思いです。
夜はロータリー情報員会に参加させていただき歴史を学び意義深い一日となりました。感謝です。 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 田中浩成

◆ 今後の行事 ◆ ９月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間」です

９月２２日（木）卓話予定

「こども食堂と
私たちの地域・社会」

認定ＮＰＯ法人チャイルドケアセンター

代表理事 大谷清美 様

９月２９日（木） 休会

９月１６日（金） 第４グループ会長・幹事会 １８：３０ ホテルオークラ３Ｆ

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

ロータリー財団地区補助金セミナー

１３：００～１７：００ ホテルクリオコート

９月２９日（木） 休会

１０月 １日（土） 地区危機管理研修会 １３：３０～１６：３０

ＴＫＰガーデンシティ博多

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 ９日（日） 大和会長による素振り健康法・真向法の指導

１３：３０～１５：４５ 西国武道会館

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

１０月３１日（月） 柳川２０２０ＲＡＣ認証式及びチャーターナイト

１５：００ 集合 沖ノ端橋

１１月 ３日（木） 休会

１１月２６日（土） 職業奉仕・ＣＬＰ・ＲＬＩ特別全体研修会

１３：００～１７：００ 福岡ファッションビルＦＦＢホール

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡城南 ９月２１日（水） １８：３０ オークション
福岡平成 ９月２６日（月） ３０周年記念例会 ホテル日航福岡
博多イブニング ９月２７日（火） 納涼懇親会
福岡南 ９月２９日（木） １８：００ お月見例会
福岡北 ９月３０日（金） １８：３０ 月見夜間例会
福岡イブニング １０月 ３日（月） 観月会
福岡城西 １０月１８日（火） １７：３０ 観月懇親会
太宰府 １０月２５日（火）→２６日（水） ３クラブ合同夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

９月２０日（火） 福岡城西・博多・太宰府
９月２１日（水） 宗像
９月２４日（土） 福岡城東
１０月 ５日（水） 福岡
１０月 ７日（金） 福岡北
１０月１１日（火） 福岡城西

～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！

今年度の卓話者募集中です。ご紹介いただける方は金光委員長までご連絡ください。
（金光携帯：０９０－３１９３－３６９１）

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

９月１５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（食事つき） 興味のある方は津曲会員まで。


