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クラブのテーマ

「ロータリー、継続活動と変化」

「やさしさ、まこと、とも生きの心で」
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本日のプログラム

本日の歌

本日の料理

１．国歌 君が代

職場訪問
（持出し例会）

２．奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

チャレンジャーズパークにて

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２２日）

会長

大和竹史

台風一過、朝夕、涼しくなってきました。皆さん、体調を崩されないように
お願い致します。本日、ガバナーノミニー引き継ぎのために小郡ロータリー
クラブから野﨑ガバナーノミニー、会長、幹事、会員の皆様、例会から
ご出席いただき誠にありがとうございます。
本日の卓話は、「こども食堂と私たちの地域・社会」と題されて特定ＮＰＯ
法人チャイルドケアセンター代表理事の大谷清美様にお願いしております。
よろしくお願い致します。
最後に健康増進委員会により１０月９日（日）、会長による素振り健康法・
真向法の指導が予定されています。決してきつくはありませんので、
ご参加をよろしくお願いします。
例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告

９月２２日
出席委員会
会員：６２名（うち免除会員１名） ゲスト：久保田晋平様（地区委員）
ビジター：１４名（小郡１名・福岡１名）
合計：７７名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員６名 ｠

◆ にこにこ袋 ◆

9/22 6件

31,000円

当日出席率： ８４％
修正出席率
９月 ８日 ７７％

累計 408,000円

入江良太郎 ＳＡＡ

小郡ロータリークラブ一同様：本日は福岡東ロータリークラブ会長、幹事をはじめとする皆様、
大変お世話になります。
久保田晋平様：地区の会員基盤向上委員会の久保田です。本日は会員増強の表彰で伺い
ました。おめでとうございます。
大和竹史さん・立花浩介さん：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、
本日の卓話よろしくお願い致します。野﨑ガバナーノミニーはじめ小郡ロータリークラブの
皆様、本日は例会から夕刻までよろしくお願い申し上げます。
田村志朗さん：①小郡ＲＣの皆様のご来訪を心より歓迎いたします。②本日は点鐘用の鐘の
件でご迷惑をおかけしました。ごめんなさい！！
松本守立さん：先週、森純子会員の自己紹介卓話のなかで、私が「長寿を祝う会」を欠席し、お礼の挨拶ができず
代わりに高齢となった今の自分の思いをメモしたものを改めて紹介して頂きありがとうございました。又この挨拶を
書き留めるようすすめていただいた大神前会長にお礼を申します。
Ｉテーブル一同：Ｉテーブル全員出席ですので、ニコニコ致します。

活気あふれる例会 ～福岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブ～

松田 修 会員

去る９月１４日、令和あけぼの衛生クラブの例会に参加しました。
今回の例会では、会員卓話として入会間もないトータル・ウィン代表の
武富祐子会員が「自分らしくイキイキ働き、人生に彩りを」～企業の
未来を創る人材が活躍する組織づくり～と題して誕生からキャリア
コンサルタントとして活躍されるまでの足跡を語られました。
「キャリア理論ちょこっと講座」として、クランボルツの計画的偶発性
理論を紹介されました。人生では、想定内、想定外、想定が起こらない
という三種類の転機があり、偶然の出来事をチャンスに変えることが
成功法則のひとつ、とのことでした。卓話の後の質疑応答も活発、
質問もストレートで何とも微笑ましく楽しい時間でした。
卓話もさることながら、衛星クラブは会員増強の取り組みとしても注目
されており、久留米中央ＲＣから野田会長、空閑クラブ会員増強委員
長など、小郡ＲＣからは大橋地区幹事（２０２４－２０２５年度）など多くの方が例会から懇親会まで参加され
ました。例会には食事がないのですが、例会後の懇親会での語らいは夜間開催ならではの醍醐味だと感じ
ました。
衛星クラブは、もうひとつの福岡東ロータリークラブ、また違う雰囲気、個性との出会いがあります。
メイキャップで一度、参加されてみてはいかがでしょうか。

例会記録

２０２２年 ９月２２日

司会 園田京子ＳＡＡ

＜今日の歌＞ 「四つのテスト」
ソングリーダー：田中博光親睦活動・ロータリーソング委員
伴奏：西平涼子さん
＜会長の時間＞ 大和竹史会長
＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・食事提供タイミングのお試しをしています。今週の例会が終わりましたら１０月以降
どうするかアンケートを採り決定します。ご協力お願いします。
・先週の例会で募りました青森災害支援金ですが２万円集まりましたので送金完了
しております。ご協力ありがとうございました。
・第２回ゴールボール体験協議会のスケジュールが配布資料の通り決定しました。
チームで参加するには１０名前後の登録が必要です。奮ってご参加ください。
・来週は休会、次回例会は再来週、持ち出し例会ですのでお間違いないように。
＜委員会報告他＞
◆ガバナーエレクト支援室 田村志朗会員
・９月１７日（土）ガバナー補佐懇談昼食会が開催され３４名が参加されました。
・１１月５日（土）ガバナー補佐会議が開催されます。
・毎月月末にガバナーエレクト通信を発行します。
・１０月１３日はオープン例会です。会員増強が目的で、ビジター２０名が目標ですが、
現在６～７名です。推薦、よろしくお願いします。
◆地区研修委員会 薙野修二会員
・地区からのお願いです。オープンロータリーですが、ロータリークラブの公共イメージの
向上、会員増強が目的です。福岡ＲＣの協力でマスコミを通じ広報します。知人や
ロータリー入会希望者などお誘いください。
◆広報・ＩＴ資料・雑誌委員会 才川豊揚委員長
・当クラブの公式サイトをリニューアルしました。理事会の承認を受け公開しています。
・新しい情報も盛り沢山、日報もありますので活用ください。
＜ガバナーノミニーご挨拶＞ ２０２４～２５年度ガバナー 野﨑千尋 様（小郡ＲＣ）
・福岡東ＲＣは、松田尊文ガバナーを輩出され、二度の地区大会ホストも経験。
会員数も９０名、うち女性会員も２０名、例会会場もとても華やかです。
・本日は小郡ＲＣ１４名で研修に来ましたので、よろしくお願いします。
・吉田ガバナーが日本のＲＣを牽引するご活躍を願っています。小郡ＲＣとしましても
全面協力いたします。
＜ガバナー特別表彰＞
２０２１～２０２２年度 ガバナー特別表彰（５６名以上の部）
・クラブへの表彰状と２０２１～２０２２年度に入会された女性会員
（妹尾葉子会員）に記念品が授与されました。
＜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

大谷清美 様

・当法人は「子どもを真ん中に地域で育て育ち合う」をモットーに福岡県筑紫地区中心に
子育てに関する様々な事業を行っています。今年で設立２５年目を迎えます。
・子育て支援、子どもの健全育成、みんなの居場所（多世代交流）などの事業を行って
きましたが、近年は女性の活躍推進事業として子育て後の社会復帰に注力しています。
・日本では子どもの７人に１人が貧困の状態です。こども食堂とは、子どもを真ん中に
おいた多世代交流の地域の居場所として全国６０１４箇所（２０２１年調査）を数え、増加中です。
・子ども貧困には経済的なことの他に、つながりの貧困、体験貧困があります。こども食堂では、青信号や黄色
信号の状態で察知し赤信号（深刻な状態）になることを予防する活動を行っています。
・大野城公民館で「こども食堂」を開催しています。公民館長さんの地域を思う気持ちや大野城市（行政）、住民
の協力が実りました。食事を提供することで子どもの貧困対策になるだけでなく、地域のお年寄りも一緒に
食事をすることで誰も取り残さない地域づくりの場ともなっています。また、引越して間もない子育て中のママは、
こども食堂で地域との繋がりを感じほっとする、との感想も聞かれました。
・「四つのテスト」には共感します。当法人の理念や活動に相通じるものがあります。
・食を通した居場所づくり事業では、ふくおか筑紫こども食堂71団体に食材を配布しています。食材の寄付、フード
ドライブ活動にご協力をお願いします。

HAPPY BIRTHDAY!

～ １０月の誕生祝 ～
久家 脩さん
安恒忠男さん
塚田征二さん
毛利定夫さん
大保和仁さん

昭和１２年１０月２３日
昭和１２年１０月２４日
昭和１９年１０月 ４日
昭和３０年１０月２０日
昭和３７年１０月２８日 還暦

◆ 今後の行事 ◆

妹尾葉子さん
織掛和郎さん
田中浩成さん
筒井 操さん

昭和４２年１０月１７日
昭和５２年１０月２９日
昭和５４年１０月２６日
昭和５５年１０月 １日

１０月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」です

１０月１３日（木）卓話予定
「感謝はツキをもたらす
～少数精鋭グローバル企業
成功の秘訣～」
㈱田中三次郎商店 代表取締役会長

田中 宏 様
（小郡ＲＣ）

１０月 ８日（土）

第２回ゴールボール体験競技会（講習会②）
９：３０ 立花高校

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２２日（土）

地区ロータリー情報委員会研修会
１４：００～１６：３０ 福岡ガーデンパレス

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２５日（金）

第４グループ会長・幹事会 １８：００ 新三浦

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 ◆
～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]
糸島
福岡城西
博多
宗像
博多
太宰府
宗像
福岡中央

１０月１４日（金）→１３日（木） 海岸清掃
１０月１８日（火） １７：３０ 観月懇親会
１０月１８日（火）
職場訪問（持出し例会）
１０月１９日（水） １８：３０ 宗像青年会議所との合同例会
１０月２５日（火）
観月夜間例会
１０月２５日（火）→２６日（水） ３クラブ合同夜間例会
１０月２６日（水）→２３日（日） 豊かな海づくりプロジェクト
１０月３１日（月）
夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]
１０月 ７日（金） 福岡北
１０月１１日（火） 福岡城西・博多・太宰府
１０月２４日（月） 福岡イブニング

１０月２９日（土） 福岡城東
１０月３１日（月） 福岡平成

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１０月１２日（水）
２０２２年１０月２６日（水）

１８：４５～１９：３０ （食事なし）
持出し例会

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 ： 早いもので大和年度も３ヶ月が過ぎました。小職も週報の編集に携わって３ヶ月になりました。宮本前委員長
から引継ぎを受け、何とかかんとかやってきましたが、そのご苦労が分かりかけてきたところです。週によって盛りだくさん
の会もあれば委員会報告も少ない会もあり情報量に波があることを知りました。写真や記事のストックが大切になります。
なるべく早くコツをつかんで「例会の華」としての週報を目指したいと思います。引き続きご協力をお願いします。 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

