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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」

村上晃二さん・ヌリンさん お誕生日おめでとうございます

本日のプログラム
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
「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 中村 光 氏

本日の歌
四つのテスト
作曲 水谷暢宏（相模原南ＲＣ）

真実か どうか
みんなに 公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

本日の料理
中華弁当
豆腐と青菜の玉子スープ
チャーハン
マンゴープリン

（宗像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１１月１０日）

会長

大和竹史

エンドポリオサイクリングチャレンジ２７５０支援金として、１０月１３日の募金で
２６，７０６円集まりました。これにクラブから１０，０００円足した３６，７０６円を
指定口座に振り込んだことをご報告します。
今月はロータリー財団ですので１７日の卓話を地区ロータリー財団委員会
委員長の中村 光様にお願いしております。２３日はロータリー財団地区補助金
事業として「ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト」を実施します。
ご参加よろしくお願いします。
１２月は疾病予防と治療月間ですので１２月６日開催予定の当クラブのゴルフ
コンペはポリオ撲滅チャリティーコンペとします。
来週から始まるテーブル会のテーマは、「ウクライナ難民の生活支援を考える」と
しましたのでご意見をお願いします。ご意見を参考にして支援に繋げていきます。

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
出席報告
１１月１０日

出席委員会
会員：５５名（うち免除会員１名） ゲスト：田村明美様（卓話者）
福田裕聡様・福本健太様（例会見学） ヌリンさん（米山奨学生）
ビジター：３名（久留米東１名・行橋１名・福岡城西１名）
合計：６２名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員５名 ｠

◆ にこにこ袋 ◆

11/10 8件

42,000円

当日出席率： ７３％
修正出席率
１０月２０日 ７７％

累計 583,000円 渡部 一 ＳＡＡ

★田村明美様（卓話者）よりお車料をニコニコしていただきました！
本間大策様（久留米東ＲＣ）：本日はお世話になります。
田村志朗さん：本日は私の出自オリジナルである田村明美を卓話にお招き頂き感謝申し
上げます。母上様がんばって！！
大和竹史さん・立花浩介さん：本日の卓話は田村さんの御母堂、㈱梓書院 代表取締役
会長の田村明美様にお願いしております。よろしくお願い致します。
松本好重さん：本日は、ゲストでスミリオンの福田さんに参加していただきました。
皆様よろしくお願いします。
寺岡裕子さん：ヌリンさん、誕生日おめでとうございます。今後のご活躍、応援してます。
村上晃二さん：誕生祝い有難とうございます。
ＳＡＡ一同：金光さん！Ｗｅｌｃｏｍｅ ｂａｃｋ ｔｏ ＳＡＡ！プログラム委員長とご兼任でありがとうございます。入江
ＳＡＡが社会奉仕理事兼任となりました。２３日のイベント当日の天気がよくなりますように！そして廣田さんも
ご出席でありがとうございます！

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）
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

程 ：

服

装 ： 動きやすい服装

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
※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
＜今日の歌＞

２０２２年１１月１０日

司会 金光孝男ＳＡＡ

「国歌 君が代」・「奉仕の理想」

ソングリーダー：石藏啓孝親睦活動・ロータリーソング委員
伴奏：高野悦子さん

＜会長の時間＞ 大和竹史会長
＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・１０月３０日（日）に大和会長の叙勲授賞式がありました。
式典内で大和会長が「福岡東ロータリークラブに１００
万円の寄付を」と仰っていた件ですが、既に１００万円の
ご送金をいただいています。ありがとうございました。
・本日は定例理事会です。よろしくお願いいたします。
＜委員会報告＞
◆社会奉仕委員会 入江良太郎委員長
・１１月２３日「ＳＤＧｓに繋がる樋井川ごみの収集分析
プロジェクト」の出欠は明日が締め切りとなっています。
まだの方はどうぞよろしくお願いいたします。

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん
・先日、研修旅行で初めて宮崎に行きました。サービス
エリアの訪問も初めてでしたが、特にえびのＳＡが景色
などが素晴らしく良かったです。高千穂では神楽も観れて
よかったです。
・研究について、提案したアイデアは困難なことに気づき
ました。新しいプラットフォームの構築も勉強中です。
大変ですが、頑張っていきたいです。

＜１１月の誕生祝＞

＜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

田村明美 様

・小説家でもあり、福岡市文学賞（小説部門）選考委員でもあります。
・幼少期から母と本を読む、本に触れることが多く、母の影響が大きい。
・西南学院大学に進学、卒業後、東京に本社を持つ出版会社の九州
支社に勤めることになるが、当時は女性の大卒者は珍しく正社員には
なかなかなれない、頑張っても出世できない等、非常に厳しい風潮にあった。
なぜ女性が働くのか。早く結婚すればいいじゃないか・・・
⇒２４歳までに結婚しないという意味でクリスマスケーキと揶揄されていた。
・有能な女性の先輩が営業成績もトップであったにも関わらず役職につけない
状況等があり、女性３名＋男性１名と独立するもなかなか意見やビジョンが
まとまらず２年あまりで解散することになった。
・その経験を活かして梓書院を設立。レールに乗るまではトップダウンでいこうと
決意し、株式会社として発足することとなったが地域の著名人７名に名前だけ
お借りして協力していただいた。
・そこから当座預金口座を開設し、鈴木アナの原稿をいただき、本を出版。
電通の下請けを行い、レールを敷いていった。
・その後、地方出版会社の技術的な遅れなども一から創り上げていった。
・研究者が多い邪馬台国をターゲットにした雑誌を創刊。絶対に廃刊には
しないと決意し、地方の出版会社では唯一となる毎日出版文化賞を受賞。
・どんな小さなものも、仕事を選ばす、丁寧に、納期等の約束を必ず守り、
信頼を得ていった。
・活字離れ、電子出版の時代となり、今後はどうなっていくか予測できないけれど、
紙もデジタルも共に進んでいくと思う。
・７０歳で会社を息子に譲り、当時は「まだ早いんじゃないか」等言われたけれど、
しっかり頑張ってくれています。

１名中１名出席

■１１月定例理事会議事録■

２０２２年１１月１０日（木） ホテル日航福岡

１．１２月１５日（木）年末会員家族懇親会について
２．新会員２名の入会について
３．１０月６日（木）職場訪問（持出し例会）収支報告について
４．地区委員委嘱について
大神朋子会員 ： 危機管理委員会 委員
５．１月１９日（木）新会員歓迎会について
６．１月１９日（木）オープン例会について
７．クラブベストの作成について
８．年次総会について
９．例会用カメラの購入について

◆ 今後の行事 ◆

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

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２４日（木）卓話予定

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 ８日（木）

年次総会 例会中 ホテル日航福岡

１２月１５日（木）

年末会員家族懇親会（夜間例会）
１８：００ ホテル日航福岡

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

亀井潤一 会員
大月照雄 会員

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
福岡西
福岡中央
太宰府
博多イブニング
福岡南
福岡平成
福岡城西
博多
福岡
福岡城南
福岡城東

１１月１８日（金）
１１月２２日（火）
１２月 ５日（月）
１２月１２日（月）
１２月１３日（火）
１２月１３日（火）
１２月１５日（木）
１２月１９日（月）
１２月２０日（火）
１２月２０日（火）
１２月２１日（水）
１２月２１日（水）
１２月２４日（土）

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
１７：３０ 忘年家族夜間例会・懇親会
１８：００ 忘年懇親例会
夜間例会（忘年家族懇親会）
忘年懇親会
クリスマス家族懇親会例会
クリスマス親睦夜間例会
１７：３０ 夜間例会（忘年家族懇親会）
クリスマス夜間例会
１７：３０
１８：３０ 家族懇親忘年会
懇親夜間例会

[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

あとがき ： 本日の卓話は田村さんのお母様ということを抜きにして心に響くものがありました。私もどんな小さな仕事でも
選ばず、丁寧に、約束を必ず守り、信頼を得る努力を続けていきたいと思います。ありがとうございました。
藤川秀幸
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

