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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
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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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

亀井潤一 会員

大月照雄 会員

我等の生業

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
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会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１１月１７日）

こんにちは。コロナは昨年の第７波以降、収束して大和年度は今まで

休会なく活動できました。しかし、第８波が間違いなく来そうです。従来

通りの感染対策が必要です。例会はハイブリッド開催になるやもしれ

ませんが準備は出来ています。

先週の理事会で全員ＰＨＦ、第２回オープン例会、新会員歓迎会など

が承認されました。後ほど報告があります。来年２月、会員１００名の

目標達成にご協力下さい。

本月はロータリー月間ですので地区ロータリー財団委員会委員長の

中村光様に卓話をお願いしております。お話を参考にして来年の補助金

事業の計画立案にご協力下さい。

田中正彦様（松江南ＲＣ）：松江南ＲＣからやってまいりました。山陰は今「カニ」で盛り

上がっております。どうぞ冬の味覚を食べにおいで下さい。

大和竹史さん・立花浩介さん：地区ロータリー財団委員会 委員長 中村光様、本日の

卓話よろしくお願い致します。

２０２３～２４年度第４グループガバナー補佐 濱野良彦様、ご来訪ありがとうございます。

森 純子さん：先週は田村明美様の卓話感動致しました。感謝してニコニコします。

ＳＡＡ一同：ＳＡＡの星！中洲の星！西川さん、ＳＡＡ司会デビューおめでとうございます！

11/17 4件 14,000円 累計 597,000円 園田京子 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

出席報告 １１月１７日 出席委員会

会員：５６名（うち免除会員１名） ゲスト：中村 光様（卓話者）
ビジター：３名（松江南１名・大牟田１名・福岡東南１名）
合計：６０名 ｟ 在籍会員：７９名 うち免除会員５名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
当日出席率： ７６％

修正出席率
１０月２７日 ７７％
１０月平均 ７８％

＝ テーブル会 ＝ ＣＦＫテーブル：２０２２年１１月１６日（水） 「バル難破船」

・会員の娘さんが個人的にウクライナ避難民のために支援活動
を行っている
・会社でウクライナ避難民への支援を呼び掛けているが、言語の
問題もあってなかなか進んでいない。しかし、知ってもらうことも
大切。
・別テーブル会では就労についてのハードルの高さ（ハローワーク
を経由することにウクライナ避難民の方々は抵抗がある）が話題
となった。
・自社では難しいが、ロータリーのネットワークを活用し、ホテル
清掃業の会社を経営している別クラブのロータリアンへ相談。
ＮＰＯ法人いるかとその企業とをつなぐところまでは進んでいる。

ＤＥＩテーブル：２０２２年１１月２１日（月） 「西中洲 河童」

総勢11名で盛況に終わりました。ウクライナ支援についても議論が進みました。
開幕挨拶は大和会長、閉幕挨拶は柴田先生でした。



司会 西川真太郎ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１１月１７日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・１２月１５日（木）年末会員家族懇親会（持出し例会）。
ゲストは米良美一さんを予定。後日ご案内送信します。

◆会員増強委員会 田村志朗委員長
・１月１９日（木）オープン例会。ロータリーに興味のある
方をぜひお呼びください。
・１月１９日（木）新会員歓迎会。１８：００～ホテル日航
「夜間飛行」にて。

◆ロータリー情報委員会 石藏啓孝委員長
・１１月２４日ロータリー情報集会改正。現在８名参加
予定。あと若干数余裕あります。

◆藤井真治会員
・１１月１６日（水）ＣＦＫテーブルのテーブル会でした。
◆ガバナーエレクト支援室 田中博光会員
・今後のイベントに向けて、クラブの統一感を出すため
クラブのベストを作ることになった。

＜委員会報告＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・年次総会案内の件。投票用紙は１２月８日（木）締切り。
・１１月２３日（水）地区補助金事業「ＳＤＧｓに繋がる
樋井川ゴミの収集分析プロジェクト」開催。
バスの方は９：１０ホテル日航集合。
・ＤＥＩテーブル会が１１月２１日（月）開催予定。
・ポリオ募金協力のお願い。

＜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 様（宗像ＲＣ）

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：後藤和江親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「四つのテスト」



あとがき ： １７日の卓話は、分かり易い説明で、入会間もない私でも理解ができました。日本では寄付の文化があまり
根付いていないといわれますが、このような活動の積み上げが寄付に繋がっていくのだなと感じました。 田中浩成
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 ◆ 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

１２月 １日（木）卓話予定

「人生１００年時代
誰もが”人生の主人公”になる
ライフシフト社会を創るための

取り組み」

福岡東令和あけぼの
ロータリー衛星クラブ

武富祐子 会員

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

１２月２９日（木） 休会

１月 ５日（木） 休会

１月１９日（木） オープン例会 １２：００～１４：００ 例会場

※通常例会は１２：３０～１３：３０です

新会員歓迎会 １８：００ ホテル日航福岡 夜間飛行

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡西 １２月 ５日（月） １７：３０ 忘年家族夜間例会・懇親会
福岡東南 １２月 ９日（金） １８：００
福岡中央 １２月１２日（月） １８：００ 忘年懇親例会
太宰府 １２月１３日（火） 夜間例会（忘年家族懇親会）
博多イブニング １２月１３日（火） 忘年懇親会
福岡南 １２月１５日（木） クリスマス家族懇親会例会
福岡平成 １２月１９日（月） クリスマス親睦夜間例会
福岡城西 １２月２０日（火） １７：３０ 夜間例会（忘年家族懇親会）
博多 １２月２０日（火） クリスマス夜間例会
福岡 １２月２１日（水） １７：３０
福岡城南 １２月２１日（水） １８：３０ 家族懇親忘年会
福岡城東 １２月２４日（土） 懇親夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

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
１２月２６日（月） 福岡西・福岡平成・福岡イブニング
１２月２７日（火） 福岡城西・博多・太宰府・博多イブニング
１２月２８日（水） 福岡・福岡城南
１２月２９日（木） 福岡南
１２月３０日（金） 福岡東南

～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）

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

２０２２年１２月１４日（水）→１５日（木） 年末会員家族懇親会（福岡東ＲＣ）

２０２２年１２月２８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 ：


