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本日のプログラム
１．本日の歌

本日の歌
１．国歌 君が代

グリーンサラダ

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告
４．１１月の誕生祝
５．卓話の時間
「福岡における出版文化について」
㈱梓書院
代表取締役会長

本日の料理

田村明美 様

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

スコッチエッグカレー
キャラメルアイス

コーヒー

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２７日）

会長

大和竹史

今月は米山月間ですので地区米山記念奨学委員会委員長の島信英様に卓話を
お願いしております。寄付金の意義についてお聞きになり、お手元の小口寄付袋で
寄付をお願いします。
来月はロータリー財団月間、１２月は疾病予防と治療月間と続きます。この月間に
相応しい活動を展開できればと考えています。例えば１２月のゴルフコンペは、
大神さんにお願いしてチャリティーゴルフコンペにします。
今週月曜日に中村学園女子高等学校の石丸校長を立花さん、松本さん、溝江さんと
表敬訪問、インターアクトに関して話しました。また、今朝は、地区補助金事業の打ち
合わせのため、立花さん、入江さん、梅原さんと４人で福大社会デザイン工学科の
渡辺教授を訪問しました。
来月はテーブル会が開催されます。テーマを「ウクライナ難民の生活支援を考える」とします。ご参考にＮＰＯ法人
いるか様からのメールを皆さんに転送します。できる範囲で支援していきますのでよろしくお願いいたします。

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告

１０月２７日
出席委員会
会員：５７名（うち免除会員１名） ゲスト：島 信英様（卓話者）
合計：５８名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員６名 ｠

◆ にこにこ袋 ◆

10/27 5件

19,000円

当日出席率： ７７％
修正出席率
１０月１３日 ８１％

累計 541,000円 入江良太郎 ＳＡＡ

大和竹史さん・立花浩介さん：地区米山記念奨学委員会 委員長 島信英様、本日の卓話よろしくお願い致します。
吉田知弘さん：島信英委員長、本日の卓話楽しみです。ヨロシクお願いします。
松本好重さん：島委員長、本日の卓話ありがとうございました。
ＳＡＡ一同：本日、亀井さんが例会の司会デビューされました。緊張されている亀井さんを励ますべく、ＳＡＡ仲間より
ニコニコします。亀井さんガンバレー！！
Ｄテーブル一同：元気一杯のＤテーブル、本日全員出席ですので、ニコニコさせていただきます。

～大和竹史会長 瑞寶中綬章受賞祈念祝賀会 華やかに開催さる～
去る１０月３０日（日）、大和会長の瑞寶中綬章受賞祈念祝賀会が
ホテル日航福岡 都久志の間にて賑々しく開催されました。
発起人代表の大神朋子会員をはじめ多くの福岡東ＲＣ会員が参加
しました。女性会員は晴れ着で参加された方も多く華やかな祝賀会
となりました。席上、大和会長より当クラブへ活動資金の贈呈があり、
津曲副会長が代表し受領されました。
中締めは博多手一本、夜間飛行での二次会へと宴は続きました。

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）
日

時 ： ２０２２年１１月２３日（水祝） 雨天延期

集合場所 ： 中村学園田島グラウンド駐車場
行

服

程 ：

１０：００～１１：３０

福岡市城南区田島１－２－２７

９：１０ ホテル日航 集合（バス利用者のみ） ９：２０ 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

装 ： 動きやすい服装

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

※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）

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１１月２３日（水） 休会
２０２２年１２月１４日（水）→１５日（木）

年末会員家族懇親会（福岡東ＲＣ）

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

例会記録

２０２２年１０月２７日

司会 亀井潤一ＳＡＡ

＜今日の歌＞ 「それでこそロータリー」
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
・次週１１月３日は祭日で休会となります。
・１０月３１日開催のチャーターナイト参加者の方、船上は冷え込みますので防寒対策、
座布団のご用意をお願いします。
・テーブル会のご案内をしております。ご出欠の確認をよろしくお願いします。
・ゴールボールの予選大会が、１１月６日（日）に福工大城東高校で開催されます。
競技参加、応援見学、奮ってご参加ください。
・宗像国際環境会議が１０月２６日(水)～２８日（金）で開催されます。最終日に田村
会員がプレゼンテーションをされる予定です。ご参加、ご視聴を検討ください。
＜委員会報告他＞
◆ガバナー支援室 田村志朗室長
・１１月５日にガバナー補佐会議が開催され、吉田ガバナーエレクト年度が実質スタート
します。坂口洋介会員は大車輪の活躍です。
・各セクションの活動も活発化しています。田中博光会員はジャンパー（ジャケット）の
手配、新嶋秀夫会員は資料作成、桑野智彰会員のエレクト通信も好評です。
・２０２４国際大会シンガポール訪問チームの企画も進み、２０２３－２０２４地区大会
実行委員会も立ち上がりました。
◆ＳＡＡ 園田京子正ＳＡＡ
・テーブル会のご案内を配布しています。出欠の確認は各会の５日前までにお知らせ
下さい。ご自身のテーブル会に日程が合わない場合は、別のテーブル会に振り替え
てご参加ください。

＜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）

・吉田ガバナーエレクトが５年、その後を引き継ぎ３年、国際ロータリー
第２７００地区 米山記念奨学委員会委員長を務めています。
・吉田ガバナーエレクトの発案で導入した小口寄付封筒の効果で、２７００
地区における特別寄付者割合は、劇的に向上し、１００％のクラブも続出しています。
・福岡東ロータリークラブの寄付実績（２０２２年６月）は、普通＋特別寄付額１，７９８，０５０円（７位）、特別寄付額
１，３７１，８００円（８位）、個人平均寄付額１９，９７８円（１２位）、特別寄付者割合（１４位）、ご理解とご協力に厚く
御礼申し上げます。
・素晴らしい実績ですが、個人的には、貴クラブとして７位は少々盛り上がりに欠ける順位ではないか、と思って
おります。久留米中央クラブの個人平均４万円超の数値もございます。個人平均２万円超の達成など今一歩の
ご協力をお願いします。
・貴クラブの米山記念奨学生・ヌリンさんは積極的に活動に参加されています。７月のヌリンさんの卓話は他の
留学生のサンプルとして活用され２０クラブで留学生卓話が実施されました。１０月１５日～１６日の高千穂旅行
にも参加されました。
・ロータリー米山記念奨学事業豆辞典、毎年、配布しております。事業の歴史、現在の成果を確認いただけます。
ぜひ、ご一読ください。
・米山奨学事業は日本のロータリーの独自事業であり、日本で学ぶ外国人留学生の支援、世話クラブカウンセラー
制度で知日家、親日家を輩出しています。
・国内最大級の奨学生数を誇り、２０２２年度は８９８人、累計２２，８７５人を誇ります。
・奨学生の選考に当たっては、本人のビジョンを重視し、交流への熱意、特にコミュニケーション能力なども加味
して決定します。
・２０２２年はパレスチナ（ガザ地区）から２名の女性留学生を受け容れます。医学、工学系の学生で二人とも
夫子と共に来日します。
・久留米ＲＣの米山奨学生 ヘルレンさん（モンゴル）の近況報告のビデオレターが上映されました。ヘルレンさんは
空間デザインでは日本第２位の(株)丹青社で活躍されています。「経済的な不安なく豊かに２年間を過ごせました。
地域交流も積極的に行い楽しかった。」というコメントが印象的でした。

HAPPY BIRTHDAY!

～ １１月の誕生祝 ～
村上晃二さん

昭和３２年１１月 ３日

第２回ゴールボール体験競技会

◆ 今後の行事 ◆

２０２２年１１月６日（日） 福岡工業大学附属城東高等学校にて

１１月は「ロータリー財団月間・世界インターアクト週間」です

１１月１７日（木）卓話予定
「ロータリー財団の役割」
地区ロータリー財団委員会
委員長

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２４日（木）

ロータリー情報集会 １８：３０～２０：３０
ホテル日航福岡４Ｆ オーキッドルーム

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
休会

中村 光 氏

（宗像ＲＣ）

１２月２９日（木）
１月 ５日（木）

休会

◆ 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]
福岡東南
博多イブニング
福岡中央
太宰府
博多イブニング
福岡平成
福岡城西
福岡

１１月１８日（金）
１１月２２日（火）
１２月１２日（月）
１２月１３日（火）
１２月１３日（火）
１２月１９日（月）
１２月２０日（火）
１２月２１日（水）

１２：３０ 例会場変更 ホテルオークラ
ボジョレーヌーボー例会
１８：００ 忘年懇親例会
夜間例会（忘年家族懇親会）
忘年懇親会
クリスマス親睦夜間例会
１７：３０ 夜間例会（忘年家族懇親会）
１７：３０

[例会休会（メーキャップ不可）]
１１月２１日（月） 福岡平成・福岡中央
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
１１月２９日（火） 博多イブニング

♪ 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。
あとがき ： 吉田ガバナー年度が実質スタートし、様々な委員会やプロジェクトが動き始めています。私も２０２３－２４年度
地区大会実行委員会事務局長を仰せつかりまして、押っ取り刀で資料を読み始めました。実行部隊の戦力は地区でも
随一と思いますが、私自身は初めてのことで、ロータリーでの物事の進め方が分かりませんので、ご指導ご鞭撻よろしく
お願いいたします。
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

