
福岡東ロータリークラブ
FUKUOKA HIGASHI ROTARY CLUB

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

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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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

「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）

茸入りクラムチャウダー

舌平目のヴィエノワーズ
メートルドテルバター添え

ガトーモンブラン
ベリーソース

自家製パン

コーヒー
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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



会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１０月２０日）

１０月２０日の１０を一回り、２０を二回りと語呂合わせで、１９９０年に

通商産業省が１０月をリサイクル推進月間としました。また、日本

毛髪科学協会が１０（とう）２０（はつか）の語呂に合わせて頭髪の日

としています。

さて、先週は２０名を上回るゲストを迎えてオープン例会を開催しま

した。紹介していただいた会員の皆様、ありがとうございました。その

後のフォローが大切ですのでよろしくお願いします。

先週金曜日に中村学園の中村紘右理事長（創始者中村ハル氏の

曾孫）を立花さん、薙野さん、入江さんと一緒に訪問しました。来週

早々に中村学園女子高等学校の石丸校長を訪問してインターアクト

に関する意見交換を行います。

本日の卓話は、日伊経済連合会長のダニエレ ディ サント様に

お願いします。現在、イタリアが直面している危機とＥＵの概況に

ついてお話ししていただきます。

本間大策様（久留米東ＲＣ）：本日はよろしくお願いします。卓話楽しみです。

大和竹史さん・立花浩介さん：Ｄａｎｉｅｌｅ Ｄｉ Ｓａｎｔｏ様、本日の卓話よろしく

お願い致します。

溝江典江さん：久留米東ロータリークラブ本間さん、メーキャップにようこそ

いらっしゃいました。後ほどインターアクト地区会議、よろしくお願いします。

永島藤吾さん：真鯛の季節になりました。先日の釣行時に我船のレコードサイズ

７２ｃｍの鯛が釣れましたのでニコニコ致します。

10/20 4件 7,000円 累計 522,000円 渡部 一 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

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

出席報告 １０月２０日 出席委員会

会員：５５名（うち免除会員１名）

ゲスト：Ｄａｎｉｅｌｅ Ｄｉ Ｓａｎｔｏ様（卓話者）・吉村友見様（同行者）

ビジター：久留米東１名

合計：５８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： ７４％

修正出席率
１０月 ６日 ６９％



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１０月２０日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆社会奉仕委員会 入江良太郎委員長
・樋井川ゴミ収集分析プロジェクト 福大でゴミの分析をする
（福大の学生さんのボランティア活動）

◆ゴルフ同好会 新嶋秀夫会員
・１２月６日 ゴルフコンペ（チャリティーゴルフ）開催

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・「エンド・ポリオ・サイクリング・チャレンジ２７５０」募金について
２６，７０６円（例会中）＋１０，０００円（クラブ基金より）
合計３６，７０６円を地区を通して送金済み
・宗像ＲＣ 中村地区ロータリー財団委員長
国際環境会議 １０月２６日～ テーマ：自然との関わり方
・ＮＰＯ法人いるか ウクライナ難民支援（食糧・衣類）検討する

＜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 Ｄａｎｉｅｌｅ Ｄｉ Ｓａｎｔｏ 様

（通訳：日伊経済連合会 事務局長 吉村友見様）

日伊経済連合会は、イタリアに関心を持つ事業者等が集まり

２０１５年に設立された任意の非営利組織である。

日伊両国間において、経済的・政治的・文化的な交流や協力

を強化し、メンバーが新しい戦略的事業の可能性やコミュニケー

ション網、国際的な情報ネットワークを開拓できるよう、様々な

事業機会や情報の発信・共有の機会を提供することを目的に

年に一度定期開催する「日伊フォーラム」を中心に活動している。

●現在イタリアの課題

・コロナによる経済ダメージからの回復

・エコロジカル・トランフォーメーション

・少子高齢化・労働人口減少（移民により補う）

・政治的に不安定である

・南部と北部の経済格差

・地理的要因によるメリットとデメリット

ヨーロッパの他の国への移住はＯＫ

・ロシア産の天然ガス依存急低下（来年エネルギーは１０倍になる）

・価格の高騰 イタリアでは電気、ガス料金を滞納する方が多い。

今後さらに３３０万人以上が料金を払えなくなると考えられている

・２０２３年ＧＤＰ成長率は＋０．３％ ２０２２年の物価上昇率８．５％

伴奏：高野悦子さん

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

＜今日の歌＞ 「２７００のマーチ」

１．地区委員委嘱について ＜承認＞
田村志朗会員：ＤＸ推進委員会 委員長

２．１１月２３日 ロータリー財団地区補助金事業をメーキャップとする件 ＜承認＞

３．坂田幸範会員（衛星クラブ）の出席免除について（９～１１月） ＜承認＞

■持回り理事会議事録■ ２０２２年１０月２０日（木） ホテル日航福岡



あとがき ： 例会の醍醐味は、やはり卓話だと思います。オープン例会ではグローカルな好業績企業、前回はイタリアから
ＥＵ、日本を観る視点をお話しいただきました。本業での奉仕や海外との繋がりはロータリーならでは、と感じました。
プログラム委員会の皆さま、様々な工夫をいただき誠にありがとうございます。 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

◆ 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

１１月 ３日（木） 休会

１１月１０日（木）卓話予定

「福岡における
出版文化について」

㈱梓書院 代表取締役会長

田村明美 氏

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 ７日（月） 国際奉仕委員会グループ別会議 １８：００ 八仙閣

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

１２月１７日（土） インターアクト委員長フォローアップ研修

１４：００～１７：００ リファレンス駅東ビル

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡中央 １０月３１日（月） １８：００ 夜間例会
宗像 １１月 ９日（水） １９：００ 遠賀ＲＣとの合同懇親例会
福岡東南 １１月１８日（金） １２：３０ 例会場変更 ホテルオークラ

[例会休会（メーキャップ不可）]

１０月２９日（土） 福岡城東
１０月３１日（月） 福岡平成
１１月 １日（火） 博多・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）

１１月２１日（月） 福岡平成
１１月２２日（火） 福岡城西・博多・太宰府
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

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

１１月１０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） 興味のある方は玉井会員まで。

ＡＨＪテーブル

ＢＧテーブル

ＣＦＫテーブル

ＤＥＩテーブル

１１月１４日（月）１８：３０より 日本料理 弁慶

１１月２８日（月）１８：３０より 博多 赤らく

１１月１６日（水）１８：３０より バル難破船

１１月２１日（月）１８：３０より 西中洲 河童

テーマ：”ウクライナ難民の
生活支援を考える”

ぜひご参加ください！

～ テーブル会のお知らせ ～

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１１月 ９日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２２年１１月２３日（水） 休会

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

日 時 ：

場 所 ：


