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本日のプログラム

本日の歌

本日の料理

１．本日の歌
２．来訪会員紹介

四つのテスト
作曲 水谷暢宏（相模原南ＲＣ）

３．会長･幹事・各委員会報告
４．卓話の時間
「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

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

松花堂弁当

大谷清美 様

例会場：ホテル日航福岡
例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目18-25 TEL:092-482-1111
事務局：ホテル日航福岡 別館3F
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-23 TEL：092-482-1109 FAX:092-482-1105
E-mail:fhrotary@aurora.ocn.ne.jp http://fukuoka-east-rc.jp/

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

会長の時間（２０２２年 ９月１５日）

会長

大和竹史

こんにちは。
福岡県のコロナ感染者数は３，０００人以下と減少してきました。ハイブリッド
例会など心配する必要がなくなりそうでありがたいことです。
さて、月曜日に友好クラブ 佐世保北ロータリークラブの夜間例会で卓話を
して参りました。題目は、白隠禅師に学ぶ健康法です。準備するに当たり
改めて５００年に１人出るか出ないかの傑そう白隠禅師の凄さが分かりました。
申請しておりましたロータリー財団地区補助金事業が採択されました。
事業名は、ＳＤＧｓを意識した福岡市内を流れる都市河川での川ゴミ組成調査
です。来週木曜日の午前中に福岡大学の渡辺教授を訪問して打ち合わせを
する予定です。よろしくお願いします。以上を挨拶とします。

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告

９月１５日
出席委員会
会員：５８名（うち免除会員１名） ビジター：２名（大阪東１名・福岡１名）
合計：６０名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員６名 ｠

当日出席率： ７８％
修正出席率
９月 １日 ８０％

ロータリー情報集会
２０２２年 ９月 ８日（木）
ホテル日航福岡にて
講師：ロータリー情報委員会
副委員長 脇坂愛次郎 会員
「ＲＯＴＡＲＹの３賢人とは」
１．ＲＯＴＡＲＹの創始者 Ｐａｕｌ ｐ．Ｈａｒｒｉｓ １８６８～１９４７
「心を割った友人が居なく、寂しかったから」ＲＯＴＡＲＹ創始の話は有名。
２．ＲＯＴＡＲＹに奉仕理念を提唱した Ａｒｔｈｕｒ Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ｓｈｅｌｄｏｎ １８６８～１９３５
ロータリーの職業奉仕理念の中核となるＲＯＴＡＲＹのモットーを提唱した。ＲＯＴＡＲＹの哲学者。
３．ＲＯＴＡＲＹの組織を確立した Ｃｈｅｓｌｅｙ ｒ．Ｐｅｒｒｙ １８７２〜１９６０
ロータリー連合体、ＲＩの基礎・形成に大きな貢献。
職業は、社会に対する機会であるとして職業奉仕の重要性を強調。ＲＩ の建設者。
・現在も受け継がれている基礎となる思想・哲学は、彼らによって思考され、実行
されてきたが、最近では根本から大きく変化しようしている。
・ロータリアンの環の中で親睦を図り、社会的信用を得て、各自の職業奉仕（四つの
テストを含め）を行うことによる社会奉仕に於いて、品位・信頼を維持していただきたい。

例会記録
＜今日の歌＞

２０２２年 ９月１５日

司会 園田京子ＳＡＡ

「それでこそロータリー」

ソングリーダー：矢野亮介親睦活動・ロータリーソング委員
伴奏：高野悦子さん

＜会長の時間＞ 大和竹史会長
＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・食事開始時間変更のトライアルにご理解、ご協力ありがとうございます。次回（９月２２日）
も同様に行います。
・佐世保北ＲＣでの大和会長卓話、７名で参加し熱烈歓迎を受けました。佐世保北ＲＣの
例会では多くの方が登壇、とても活気がありました。当クラブでも参考に取り入れたい。
・地区より青森県大雨災害の支援金の要請が来ています。ご協力、よろしくお願いします。

＜委員会報告他＞
◆職業奉仕委員会 溝江典江委員長
・１０月６日（木）職場訪問（持ち出し例会）は１１：１５集合です。
・通信スピードに左右されない「ぷよぷよ」を体験。お弁当（石藏さん）にご期待ください。
・佐世保北ＲＣからも多くの方がお見えになります。多数のご参加をお願いします。
◆インターアクト委員会 薙野修二委員長
・ＩＡＣがポリオワクチン寄贈のため、ボトルキャップ回収を企画。ご協力お願いします。
３０～４０個／名が目標。ホテル日航福岡にもご協力いただき、回収ＢＯＸを設置します。
・『オープンロータリー』として、ゴールボールの大会を開催します。９月２５日（日）、１０月
８日（土）、１１月６日（日）、１１月２６日（土）の４日間で予選から大会まで行います。
・ 『オープンロータリー』では、ロータリーの公共イメージ向上を目的に一般参加を募集
します。多くの方のご参加、お声掛けをお願いします。
◆大神朋子会員
・田村さんの例会卓話に同行し、壱岐ＲＣを訪問しました。「ＤＸと離島」をテーマに中高生
との対論もありとても有意義な訪問となりました。２種類の壱岐ＲＣバナーを回覧します。
・次週例会に、吉田ＧＥの次のガバナーを輩出される小郡ＲＣより１３名が来訪されます。
目的の一つは、メイキャップ経験のない会員にメイキャップ体験をしていただくことです。
メイキャップはロータリーの醍醐味、ぜひ、当クラブで味わっていただきましょう。
◆プログラム委員会 金光孝男委員長
・週報のＱＲコードから卓話のスケジュールが見られます。ぜひ、ご活用下さい。
・１２月以降の未定日程について卓話者のご推薦をお願いします。

＜卓話の時間＞
森 純子 会員
～思い出深い写真、１４枚のスライドとともに～
・天草生まれ、父の転勤で小学校３校、中学校２校、高校２校の転校を経験。ナイチンゲールに
あこがれて九大医学部付属看護学校を経て看護師の道に進み、２４歳で結婚。
・４人の息子に恵まれ、長男は音楽、次男・三男・四男はラグビー、と好きなことに打ち込んで、
とても楽しい子育て時代。現在の家族は夫・息子４人・嫁４人・孫７人。ＮＹ在住の長男夫妻は
音楽家として活躍中、好きな道を歩み続けています。
・１９年前、中会長・森光幹事の年度に中村衛助会員の紹介でロータリークラブ入会。現在、
わがクラブで１０番目に古い会員です。
・ロータリーでの楽しい思い出の数々（春の家族懇親会でのファッションショー、創立３５周年
記念事業の植林活動、姉妹クラブ釜山影島ＲＣ訪問、石垣島・八重山諸島、香港への旅等）
・初の女性会長Ｊ・ジョーンズさんは、「ロータリーで女性会員の割合を３０％に」と力強く宣言
されています。わがクラブの女性比率は既に２５％、「ＤＥＩ」すなわち多様性・公平性・包括性と
いう基本的な考え方を根付かせるとともに女性比率３０％を目指し、魅力的で優秀な女性の入会を勧めていきたい。
・松本守立会員の「長寿を祝う会によせて」のメッセージに大変、感銘を受けました。ロータリーは善意の会です。
そんな善意の方々に囲まれて活動する中で、人格が磨かれるのではないかと思います。私もこれから年を重ねて
いき、松本先生のような心境になれるように、自身を磨きたいと思います。

渡部 一 会員
～自己紹介に便乗した保険会社のニッチな仕事と北海道のご紹介～
・出生地は北海道美唄市、 本拠地は神奈川県横浜市（結婚以来在住２５年）、現在５２歳。
家族は妻（５５歳）、長女（２４歳）、長男（１８歳）。
・父が地銀勤務だったため、道内転勤が多く引越９回、小６・中３で転校。高校の後半は札幌
から遠距離通学。 中学は野球部、高校・大学・会社では陸上競技部（短距離）
・趣味は３８歳から始めたランニング（フルマラソン９回完走、ベストは３時間５０分）、刑事ドラマ、
サスペンス、お酒、カラオケ（これからはゴルフを頑張りたい）
・保険会社のニッチな仕事について
①労働組合専従：年に２回は手分けして全事業所を訪問。１回あたり６～７週間旅⼈に。在任４年で４７都道府県制覇！
組合員の「声」を経営にぶつけること、社会環境認識と会社の現状を正しく組合員に伝えることが存在意義。
②中央省庁の調査・渉外業務：法改正や制度改正の動向を調査し、新たな商品・サービスを創造。 情報収集と⼈脈
作りが必須。 役所からの出向者が多い外人部隊、社内では謎の組織扱い（笑）。
③金融庁担当窓口（半沢直樹の世界？？）： 監督官庁との折衝窓口、金融行政の動向調査、情報収集、会社施策や
取り組みのインプットなど地道な仕事でドラマのようなことにはなりません。
・２０２２年３月末、札幌から福岡へ。１，２４３ｋｍ、飛行機で２時間１５分、生活時間帯が約５０分ズレました。
・北海道のサイズ感≒九州＋四国＋山口＋広島、北海道旅行の際は都市間が意外と遠いののご注意ください。
・道産子が感じる福岡の魅力（共通点が多い福岡市と札幌市）
①海・山・街が近接しているコンパクトシティ（超便利！） ②九州域内や他地域へのアクセスの良さ（空港近い！）
③北海道にはない歴史と伝統文化（博多祇園山笠、感動！） ④食の楽しみの豊富さ（まだまだ楽しめそう）
⑤ 「福岡を楽しんでって～！」ホスピタリティ（皆さん最高です！） 福岡を北海道、横浜に次ぐ第三の心のふるさとに。
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◆ にこにこ袋 ◆

6,000円

累計 377,000円

妹尾葉子 ＳＡＡ

渡部 一さん：本日の卓話、つたない話で恐縮ですが、宜しくお願いします。８／２８に北海道マラソンに出場し、無事
完走できたのでニコニコします。
阿南文政さん：誕生祝をいただき、ありがとうございます。遅くなりましたが、感謝してにこにこをします。

◆ 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２５日（日）
９月２９日（木）
１０月 １日（土）

９月２９日（木） 休会
１０月 ６日（木）予定
職場訪問
（持出し例会）

１０月 ６日（木）
１０月 ８日（土）
１０月 ９日（日）
１０月１３日（木）

チャレンジャーズパークにて

第２回ゴールボール体験競技会（講習会①）
９：３０ 立花高校
休会
地区危機管理研修会 １３：３０～１６：３０
ＴＫＰガーデンシティ博多
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
第２回ゴールボール体験競技会（講習会②）
９：３０ 立花高校
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
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）
１１月 ３日（木）
１１月２６日（土）

柳川２０２０ＲＡＣ認証式及びチャーターナイト
１５：００ 集合 沖ノ端橋
休会
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 ◆
～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）

[例会変更]
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
宗像
１０月１９日（水） １８：３０ 宗像青年会議所との合同例会
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２４日（土） 福岡城東
１０月 ７日（金） 福岡北
１０月 ５日（水） 福岡
１０月１１日（火） 福岡城西

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
日 時 ：
場 所 ：

２０２２年 ９月２８日（水）
２０２２年１０月１２日（水）

１８：４５～１９：３０ （食事なし）
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

メーキャップになります。
ぜひご参加を！

あとがき ： 先週の後書きで申しましたメイキャップですが、９月１４日期限ギリギリに令和あけぼの衛星クラブにお邪魔しま
した。発足間近に何度か参加させていただいたのですが、進化が止まらない感じで刮目の盛況でした。今週は記事が盛り
だくさんでお伝えできませんでしたが、次週以降、ご覧頂きたいと思います。衛星クラブでのメイキャップは狙い目だ！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 田中浩成

