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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
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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

「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
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２７００のマーチ

１、奉仕の心を 高めつつ

世界へ愛の 手をのばそう

楽しく頑張ろう 我が友よ

２７００ 栄えあれ

２、未来を築け 夢をもて

新しい世代を 育てよう

楽しく頑張ろう 我が友よ
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会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１０月１３日）

こんにちは、ゲストの皆さま、オープン例会に参加いただき誠にありがとう

ございます。来年度は、当クラブ吉田知弘会員が国際ロータリー第２７００

地区ガバナーを務めます。これを機に奉仕活動をさらに活発にする活動

方針を掲げています。その第一が会員増強です。

本日は通常の例会の内容にロータリーの紹介を加え、最後にゲストの皆様

に自己紹介をお願いします。

出席報告 １０月１３日 出席委員会

会員：５９名（うち免除会員１名） ゲスト：田中 宏様（卓話者）

ビジター：７名（大阪天満橋１名・小郡４名・福岡西１名・福岡南１名）

オープン例会参加者：２２名

（以下順不同）藤田尚志様・山部幸治様・新福貴法様・森 咲子様・川畑輝雅様

岡山繁之様・土井隆太郎様・原田克己様・木村光次様・花田公一様・徳永禎久様

祐恒竜也様・鈴木貴人様・和田典子様・下田佳子様・三小田富之様・小野裕之様

先崎 滋様・山﨑美歩呼様・浜田輝彦様・安宅奈々子様・後藤 明様

合計：８９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： ８０％

修正出席率
９月２２日 ８７％
９月平均 ８１％

★田中宏様（卓話者）よりお車料をニコニコしていただきました！

田中 宏様：今日はお世話になります。お招き頂き有難うございます。

野田弘喜様・江藤航治様・大橋晋弘様・古賀大順様（小郡ＲＣ）：大和会長、立花

幹事、クラブの皆様、先月は大変お世話になりました。本日もお世話になります。

大和竹史さん・立花浩介さん：オープン例会に多くのゲスト様をお迎えできました。

ありがとうございます。本日は小郡ＲＣの田中宏様より卓話をいただきます。

よろしくお願い致します。

大神朋子さん：本日は、敬愛する田中宏さんのお話を伺うことができまして幸せ

です。よろしくお願いします。オープン例会参加のみなさん、ようこそ福岡東ＲＣにいらっしゃいました。

楽しんでください。

吉田知弘さん：オープン例会にたくさんのご参加、誠にありがとうございます。歓迎いたします。

田村志朗さん：①本日のオープン例会は卓話者の田中様をはじめ、多数の方にご協力を頂きました。

おかげ様で２２名のゲスト様をお迎えできました。心から感謝申し上げます。

②１０月８～９日、行橋～別府１００キロウォークへ参加し、１８時間１０分で完歩できました。８回目の

完歩です。来年もがんばります！！

塚田征二さん：先週は職業奉仕委員会の皆様、大変ご苦労様でした。溝江委員長は事前見学に

行かれたり、当日の設営等大変お疲れ様でした。おかげで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

新嶋秀夫さん：本日川畑さんにゲストとしてお越しいただきました。皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます。

松本好重さん：下田さん、藤田さん、土井さん、今日はオープン例会へお越しいただきありがとうござい

ます。楽しんで下さいね！

10/13 9件 43,000円 累計 515,000円 亀井潤一 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

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１０月２６日（水） 持出し例会
２０２２年１１月 ９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 ：



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１０月１３日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆ロータリー財団委員会 浦江卓司委員長
・「エンド・ポリオ・サイクリング・チャレンジ２７５０」のポリオ
絶滅の趣旨に賛同します。支援のため募金箱を回しますので
寄付をお願いします。

◆ガバナーエレクト支援室（月信担当） 桑野智彰会員
・吉田ガバナー年度に月信を製作します。それまで「ガバナーエレクト通信」をほぼ毎月発行し、吉田
ガバナーエレクトの活躍をお知らせします。

◆インターアクト委員会 薙野修二委員長
・ポリオ絶滅のため発展途上国にポリオワクチンを寄贈するため、ペットボトルのキャップを回収します。
２万ｋｇ３０万円になります。毎例会で回収ボックスを設けますのでご協力お願いします。

＜委員会報告＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・オープン例会に２２名のゲスト参加があり感謝。
・食事提供時間トライアル、アンケートのご協力、ありがとう
ございました。アンケート結果は、変更賛成２７、従来通り２７、
第１例会のみ変更１１、無回答１５でした。理事会での検討の
結果、食事の提供時間は従来通りと決定しました。
・定例理事会が１０月６日に開催されました。決定事項について
週報に記載しております。ご確認ください。

＜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～」

株式会社田中三次郞商店 代表取締役会長 田中 宏 様（小郡ＲＣ）

・創業明治１０年（１８７７年）、初代が小麦粉をふるいに掛ける
絹製ふるい網の行商で身を起こし、事業を引き継いだ田中三次郞は
製粉工場向け絹網専業に移行して、事業の基礎をつくりました。
・それ以来、コツコツと７５年、同じ事業をやってきました。私は四代目に
なります。高校２年生から行商に出て、こんな良い商売はないと思って
います。現在では、ふるい網の技術を異分野に生かし、８種類の商品で
国内シェア８割以上を占めます。
・規模も小さく、小郡のローカルな立地で、世界を相手の商売で昭和５７年（１９８２年）以降、優良申告法人を
続けています。
・昭和４０年代、素材がナイロンに変わり、危機が訪れました。当時、網の商社は東京に一つあるだけ、独占
市場の殿様商売で仕入れ値が高く薄利でした。昭和５０年にスイスメーカーを紹介され、私の人生はこれで
決まりました。世界がまったく分かっていなかった、世界を知ることで大きく商売が飛躍しました。皆さまも
世界と商売すべきです。
・なぜか私の手がける商品は日本一になってしまいます。特別な才能もなく、ツキに恵まれたとしかいいようが
ありません。ではどうしてツキに恵まれたのでしょう？私は感謝に尽きると思っています。私は常々、生まれ
変わっても同じ家族、同じ社員、同じ仕事を選びたいと考えています。それはこの人生に心底満足し、自分を
取り巻く人々に感謝しているからです。
・その感謝の思いを、日々のハガキを通じて形に表しています。ハガキを書くことを教えてくれたのは母でした。
出張先からお客様にハガキを書くことを習慣化しました。社長時代には、１年に２，４００枚以上、お陰で普通は
お目にかかれないような方とも仕事をさせていただく機会に幾度も恵まれました。講演会の機会をいただくと、
このハガキのことをお伝えしますが、実行する人はいないようです。凡事徹底はなかなか難しいようです。
・実は卓話よりもマジックが上手なんです（笑）。

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＞ 「我等の生業」



あとがき ： 初めてのオープンロータリー（例会）が開催されました。ゲスト２２名を含み参加者は９０名以上の盛大な例会と
なりました。やはり賑やかな例会は活気があって良いですね。会員増強委員会をはじめご準備いただきました皆さま、
ありがとうございます。いよいよ会員１００名の大台が現実のものとなることを実感しました。 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

◆ 今後の行事 ◆ １０月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」です

１０月２７日（木）卓話予定

「米山奨学会事業の現在」

地区米山記念奨学委員会

委員長 島 信英 様

（久留米東ＲＣ）

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２３日（水） ＳＤＧｓに繋がる樋井川ごみの収集分析プロジェクト

１０：００～１１：３０ 田島グラウンド駐車場

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 ◆

[例会変更]

博多 １０月２５日（火） 観月夜間例会
太宰府 １０月２５日（火）→２６日（水） ３クラブ合同夜間例会
宗像 １０月２６日（水）→２３日（日） 豊かな海づくりプロジェクト
福岡中央 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

～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）

日 時 ： ２０２２年１１月２３日（水祝） 雨天延期 １０：００～１１：３０

集合場所 ： 中村学園田島グラウンド駐車場 福岡市城南区田島１－２－２７

行 程 ： ９：１０ ホテル日航 集合 ※バス利用の方のみ

９：２０ ホテル日航 バス出発

１０：００～１０：１５ 説明

１０：１５～１１：００ ゴミ拾い ※作業道具・軍手等は貸出いたします

１１：００～１１：３０ 片付け・解散

１１：４０ 田島グラウンド駐車場 バス出発

１２：３０ 「石藏 福岡朝日ビル店」にて昼食

服 装 ： 動きやすい服装（防寒対策をしっかりお願いします）

※クラブお揃いのウインドブレーカー・ベスト（当日貸出しもいたします）

ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト
（ロータリー財団地区補助金事業）

ご家族・ご友人など
多くのご参加を

お待ちしております！

※メーキャップにも
なります

１１月２１日（月） 福岡平成
１１月２５日（金） 福岡北
１１月２６日（土） 福岡城東
１１月２８日（月） 福岡イブニング


