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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」

１０月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます

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

我等の生業

３．会長･幹事・各委員会報告
４．卓話の時間
「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

１、我等の生業さまざまなれど
集いて図る心は一つ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おおロータリアン
我等の集い

松花堂弁当

（小郡ＲＣ）

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１０月 ６日）

会長

大和竹史

こんにちは。今日はここ、チャレンジャーズパークでの職場訪問、持ち出し例会です。会場
アテンド、チーム対抗ゲーム大会、本当に楽しい経験をさせていただきました。ご担当の
溝江理事、松本理事、委員長、委員の皆さま、ご準備、誠にありがとうございました。
本日は、友好クラブ、佐世保北R Cから村瀨会長様はじめ多数の皆様のご訪問をいただいて
おります。村瀨様には卓話をお願いしております。よろしくお願い致します。

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告
１０月 ６日

出席委員会
会員：４５名（うち免除会員０名） ゲスト：ヌリンさん（米山奨学生）
ビジター：佐世保北１１名 事務局
合計：５８名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員６名 ｠

◆ にこにこ袋 ◆

10/6 12件

64,000円

当日出席率： ６２％
修正出席率
９月１５日 ８１％

累計 472,000円 渡部 一 ＳＡＡ

佐世保北ロータリークラブ一同様：本日、佐世保北ロータリークラブより１１名参加させていただきます。ｅスポーツは
初めての体験ですので、参加者一同、大変楽しみに参りました。職場訪問として素晴らしい場を提供下さいました
株式会社ＱＴｎｅｔの毛利様、チャレンジャーズパークの皆さま、そしてご準備頂きました福岡東ロータリークラブの職業
奉仕部門、国際奉仕部門の皆さま、ありがとうございます！また、例会での吉田知弘ガバナーエレクトの卓話、楽しみ
に拝聴させて頂きます。本日はよろしくお願いします。
松田信哉様・渡会祐二様（佐世保北ＲＣ）：本日は合同例会の中で誕生日のお祝いをしていただき、大変感激しており
ます。ありがとうございます。ニコニコさせていただきます。
大和竹史さん・立花浩介さん：本日は友好クラブ佐世保北ロータリークラブの村瀨会長、小西幹事はじめ多数の会員
の皆様のご訪問をいただき有難うございます。村瀨会長様には卓話をお願いしております。よろしくお願い致します。
本日の職場訪問、持出し例会のお世話をいただきましたご担当の理事・委員長・委員の皆様に厚くお礼申し上げます。
毛利定夫さん：本日はＱＴｎｅｔチャレパにお越し頂きありがとうございました。時間の許す限り、ご堪能下さい。
豊馬 誠さん：本日は九電グループのＱＴｎｅｔが中心となって運営しているチャレパにお越し頂きありがとうございます。
大神朋子さん・溝江典江さん・松本好重さん：皆様ご出席いただきありがとうございます。佐世保北ロータリークラブの
皆様、遠方よりのご来訪本当にありがとうございます。みんなで楽しみましょう！！
宮本由希さん：初めて来ました。楽しみです。
安恒忠男さん：誕生祝有難とうございます。早やクラブ在籍４５年になりました。あと
少々ロータリーライフを楽しみたいと存じますのでよろしくお願い致します。
久家 脩さん：誕生祝有がとうございました。８５才になります。記念に８５才まで
入れる保険に入ってみようかなと思っています。
塚田征二さん：誕生日御祝有がとうございます。「誕生日 冥土の旅の一里塚
嬉しくも有り悲しくも有り」です。あと何年生きるか分かりませんが、これからも宜しくお願いします。
大保和仁さん：休会中、ご迷惑をおかけしております。誕生祝の記念品をいただくのは忍びなく、その分を謹んで
ニコニコとさせていただきます。
妹尾葉子さん：誕生月をお祝い頂きありがとうございます。５５歳になります。年齢は背番号のようなものだと思って
おりますので、ヤクルトスワローズの村上選手と同じになりました。私も三冠王を狙いたいと思います！！今後共、
宜しくお願い致します。

職場訪問＠チャレンジャーズパーク

ぷよぷよ
対決！

例会記録

２０２２年１０月 ６日

司会 園田京子ＳＡＡ

＜今日の歌＞ 「国歌 君が代」・「奉仕の理想」
ソングリーダー：久家 脩親睦活動・ロータリーソング委員
＜会長の時間＞ 大和竹史会長
＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・例会の食事提供については、本日の理事会に諮って決定。
もし変更があっても実施は１０月２０日からになる。
・来週のオープン例会は１１時より今のところ約２０名の参加予定。
名刺交換など積極的な声掛けをお願いします。
・ゴールボール体験競技会は９月２５日1回目の講習会が終わり、
１０月８日が第２回目。１１月６日が予選会。当クラブでもチーム
を作って参加したいので是非手を挙げてください。
・１０月９日健康増進委員会イベントは延期になりました。
＜委員会報告＞
◆会員増強委員会 田村志朗委員長
・来週のオープン例会の卓話者は小郡ＲＣ 田中宏氏。
・オープン例会目標は２０名、現在１７名。残り３名のご協力を。

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん

＜卓話の時間＞
佐世保北ロータリークラブ

会長

村瀨高広 様

＜１０月の誕生祝＞

９名中６名出席

ロータリー歴１２年目。父も現在８３歳現役ロータリアン、祖父も含めて親子三代で入会しているのを嬉しく思う。
活動の中で一つだけ頑張って続けていることはロータリー例会の出席率。コロナ前まで９年間１００％。
好きなロータリーの言葉は、四つのテスト・最もよく奉仕するもの最も多く報われる・他人のことを思いやり他人の
ために尽くす奉仕。まだまだ実践できておりませんがあれからこれについて考えている。
今年度は会長をやらせて頂きながら、ガバナーエレクト事務所の準備で混乱していますが、小西幹事の献身的な
支えと本日参加のメンバーの協力で一年を乗り切れそうです。２７００地区の吉田ガバナーとともに１年間頑張って
いきたい。
私自身は地区幹事として、緒方ガバナーをしっかりお支えし、親睦を大切にして皆様が笑顔で楽しんで行けるよう
に自身も成長出来るように頑張ります。シンガポールでの世界大会も楽しみにしています。
ガバナーエレクト

吉田知弘 会員

職業奉仕の定義。ロータリー倫理概念モデル。例会中心
主義からダイレクトに職業奉仕と親睦。言い換えると例会に
入りて学び、例会を出でて個々人として奉仕せよ。そこに
重ねて、もう一つ大事な考え方が職業人の集まり、昔は
１業種１会員の原則があった。
内面を磨き出でて奉仕すると、世の中の経済社会は適正
に回っていく筈という考え方にいきつき、職業奉仕という
考え方が核になる。
もう一つよく言われているのが、ロータリーは人生道場。 感覚的には道場というよりはプロテスタントの教会
みたいなイメージ。例会は日曜礼拝のイメージ礼拝の主催者は牧師さんですが、例会の主催者はＳＡＡ。
ＳＡＡはクラブによってはすごく地位が高い。例会は内政を重んじる。切磋琢磨な会で親睦、懇親会ではない。
フェローシップ。親睦と職業奉仕は個人のもの、したがって個人奉仕。捨てない人になりましょう。倫理を内面化
することを重視して重んじる。
見えないところで良いことをする。陰徳。見えないところでやるからこそ内面が磨かれる。極論ただロータリアンが、
ただ一人そこに立ってるだけで価値があると極論的にいわれていた。
個人奉仕か団体奉仕か今も昔も言ってることや、やってることは１９２０年代のアメリカから変わらない。
初心者にとってロータリーは分かりにくく、只の慈善団体でも異業種交流会でもなく、目先の仕事には何の役にも
立たない上、ＮＯが無い。成り立ちと倫理観がかっこいいと思った。私見としてはジェントルマンシップを発揮して
発展してきた団体と思った。精神的な支柱としてプロテスタントな精神の考えがあると思う。職業神聖視する。
天職だと思い込みしっかり自立してしっかり稼いで、しっかり喜捨しましょう、福祉もしっかりしましょうなど、ベース
にあるのはジェントルマンとして品位とプライド、そういった点を凛々しく感じました。皆で一緒にではなくアイサーブ。
誇り高き職業人個人本位で誇り高くということを感じ取ってﾛｰﾀﾘｰに入ってよかったと思った。窮屈にならずに
楽しむ事を、米山地区委員会を通して学んだ。出会いの機会を楽しんで役割をＮＯといわないで余裕をもって
楽しみましょう。心を一つにする喜びを楽しむ。注意を心得る。無理をせず支え合い柔らかさなど、沢山の倫理で
補ってきました。留学生との交流もそのうちの一つ。
皆様のロータリーライフに幸多かれ、ロータリーライフを充実したものにして下さい。

■１０月定例理事会議事録■

２０２２年１０月 ６日（木） チャレンジャーズパーク

１．例会食事について※従来通り
２．指名委員会報告について
３．社会奉仕部門理事後任を入江良太郎会員とする件
４．金光孝男会員をＳＡＡに配属する件（プログラム委員長兼任）
５．地区委員委嘱について
青屋信作会員：ローターアクト委員会 委員長／溝江典江会員：インターアクト委員会 副委員長
６．会員３名の出席免除について
中西善正会員／田﨑郁乃会員／吉部知子会員（～１２月末）
７．夏の会員家族懇親会収支報告について
８．ロータリー奉仕デー（第２回ゴールボール大会）人頭分担金について
９．「エンド・ポリオ・サイクリング・チャレンジ２７５０」支援について
１０．２０２３～２４年度 世界大会参加へ向けた積立の件

◆ 今後の行事 ◆

＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞
＜承認＞

１０月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」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

１０月２０日（木）卓話予定
「戦争・経済危機に直面する
イタリアとＥＵの概況」
日伊経済連合会 会長

Ｄａｎｉｅｌｅ Ｄｉ Ｓａｎｔｏ 様

◆ 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
博多イブニング
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１８日（火）
観月懇親会
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

１１月 １日（火） 太宰府
１１月 ２日（水） 宗像
１１月 ４日（金） 福岡北

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２６日（水）
２０２２年１１月 ９日（水）

持出し例会
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 ： 今回の持ち出し例会の充実ぶりは写真の枚数に表れています。何と１１０枚以上、寺岡委員が激写、佐世保北
ＲＣの皆様のご参加で卓話も盛り上がり、藤井委員の例会メモも通常の倍以上、盛り沢山で編集も嬉しい悲鳴でした。
職業奉仕委員会・国際奉仕委員会の皆さま、素晴らしい企画をありがとうございました。
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

