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３．会長･幹事・各委員会報告

４．１２月の誕生祝

５．卓話の時間

「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」

武富祐子 会員
（福岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブ）

１．国歌 君が代

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

ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト
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会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１１月２４日）

昨日は地区補助金による「ＳＤＧｓに繋がる樋井川ごみの収集分析プロジェクト」に多数、

ご参加いただきありがとうございました。総勢約１４０名、ロータリーからはご家族入れて

４３名も参加していただきました。小雨でしたが無事、終えることができました。

大和年度の目標の一つに大学生によるロータアクト結成があります。青屋地区ローター

アクト委員会委員長が３名の社会人ロータアクトの幹部の方と参加していただきました。

福岡都市圏の大学にローターアクトはまだありません。まず、福岡大学や西南大学に

ローターアクトクラブを、次いで他大学にローターアクトクラブを結成していけば福岡都市

圏大学学生の社会貢献が飛躍的に伸びることは間違いありません。

近いうちに第２７００地区が福岡未来創造プラットフォームと包括協定を締結できればと

考えております。

入江良太郎さん：「ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト」に多くの会員の方が

ご参加くださりました。ありがとうございました。天候も良くない状況でしたが、事故もなく無事に

終わることができたのでホッとしております。

安恒忠男さん：柴田先生、昨日のおもてなし有難とうございました。

小生の祖父（安恒組初代）が大正１４年（１９２５年）に施工しました名島の宗栄寺本堂庫裡の

棟札を見ることが出来、感激です。

有志一同：柴田先生、昨日は大変大変素晴らしいお茶席をご準備下さり、心から感謝申し上げ

ます。参加者一同、大感動でした！！

渡部 一さん：１１月１３日の福岡マラソン、タイムは平凡ながら楽しく完走できましたのでニコニコ

します！福岡の街並みと糸島の風景、最高でした！

ＳＡＡ一同：先日の司会デビューから本日の卓話、もうＳＡＡのエースです。今日もがんばって下さい、亀井さん！

11/24 5件 24,000円 累計 621,000円 妹尾葉子 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

出席報告 １１月２４日 出席委員会

会員：５３名（うち免除会員１名）
ビジター：４名（福岡１名・福岡西１名・福岡城西２名）
合計：５７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： ７１％

修正出席率
１１月１０日 ８０％

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）



司会 園田京子ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１１月２４日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆ガバナーエレクト支援室 田村志朗室長
・吉田ＧＥは、１１月１８～２１日まで神戸で開催されたロータリー研究会に
参加されました。（次年度ガバナー必修）
・ガバナー支援室では必要に応じて名刺を発行。必要な方は支援室事務局
斉藤さんへお願いしてください。
・クラブベストを作成、１２月には完成予定です。乞うご期待。
◆社会奉仕委員会 入江良太郎委員長
・１１月２３日（水）「ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト」開催。
会員４３名、学生・一般１０６名 参加者合計１４９名の大盛況でした。
・来年３月２日（木）例会卓話で学生リーダーが詳細を報告する予定。
◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・先日、ＦＡＸとメールで年末会員家族懇親会（夜間例会）をご案内しており
ます。早めの出欠確認をお願いします。

◆桑野智彰会員（ＤＥＩテーブル報告）
・ウクライナの支援国も支援、積極的な情報提供で選択肢を増やす、難民支援サギには要注意等の意見があった。
◆荻田英二会員（ＡＨＪテーブル報告）
・継続的なウクライナ支援の必要性、ロータリーとしてどう対応すべきか等、活発な意見交換を行った。

＜委員会報告等＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・先週例会でのポリオ基金への募金は１４，７９３1円集まりました。
・第２回のロータリー情報集会が本日開催されます。ご参加ください。
・テーブル会が３回開催されました。１１月２８日（月）ＢＧテーブルで最後です。

＜卓話の時間＞

大月照雄 会員

・前回は２０１９年の入会時で、会員卓話の後半（二人目）で、緊張したまま終わったことを
覚えています。今回は前半（一人目）１０分を担当します。今回の主役は後半の亀井さん
なので時間を守り、気軽に露払いを務めます。
・ホテルの四方山話を面白おかしく、とも考えましたが、差し障りがあってもいけませんので、
自身の手術や入院生活、それからの気づきについてお話しします。
・背骨の経年劣化で歩行困難、しれでも酒は飲む、ゴルフはするで、とうとう脊柱管狭窄症で
手術を受けました。整形外科の病棟は一部屋３０名、７割が高齢女性です。手術前は、面会
禁止、禁酒禁煙ですることがなく日経新聞を隅々まで読むしかありませんでした。
・術後５日間は寝たきりです。問題は下のお世話をいただくこと。「便器にしますか、おむつにしますか」、究極の選択
です。結果、５日間、大きい方は我慢しました。術後は入浴できないので、身体を拭いていただくなど大変お世話に
なりました。仕事とはいえ、ナースの方の対応には感激しました。
・入院前は、会社では「仕事だからやって当然」といった厳しい姿勢でしたが、退院後は怒らなくなったと思います。
「当たり前はない、気づいた人がやるべし」と少々モデルチェンジしました。ナースの方々に感謝です。

伴奏：高野悦子さん

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

＜今日の歌＞ 「我等の生業」

亀井潤一 会員

・２０２１年３月に入会し、福岡のこと、人生のこと、様々に勉強させていただいています。
・１９６３年、大阪千里万博の開催地・千里ニュータウンで生まれました。万博では迷子になり、
両親が月の石を見た後で迎えに来たという少々ショッキングな体験が記憶に刻まれています。
・中高は神戸市の六甲学院に通学。自宅から電車で片道１時間×２×６年間、大藪春彦など
読書で妄想を膨らませました。
・六甲学院はスパルタな校風で、連帯責任のルールがあります。誰かひとりでも校則違反をする
と全生徒グラウンドに集合、一日正座です。
・全校生徒９６０名での大行進というイベントがあります。ビシッと決めるのは難しいのですが、
本番で思い通り行ったときは、人生初の「サブイボ体験」を味わいました。一致団結の体験は刻み込まれています。
・慶應大学商学部卒業後、阪急百貨店に入社、婦人服売り場を皮切りに様々な職務を担当。２０１０年８月２２日の四条
河原町阪急の閉店時は店長を務め、社員だけでなく販売員さんや協力会社の方たちとも一致団結する体験をしました。
・博多阪急は、お陰様で順調に業績を伸ばしてきました。さらに福岡に根付くために、「楽しさ×つながり×地域貢献」を
掲げ、「当てにされる店から、なくてはならない店へ」を目指しています。
・シズル感たっぷりの催事を心がけています。定番の北海道物産展や英国展、全国有名駅弁とうまいもの大会、「ぬまって
みらん？」と題し、各売り場のマニアックな人たちを紹介する企画も行っています。博多阪急を楽しんで下さい。



あとがき ： 先週の料理のメインは「和風ハンバーグステーキおろしポン酢添え」でした。大変おいしい食事でホテル日航
福岡を会場とするアドバンテージを感じました。会員卓話もあり、ごちそう山盛りの例会となりました。週報でできるだけ
再現しようと心がけておりますが、ライブに勝るものはありません。ますます年末にかけご多忙と存じますが、ぜひ例会
でお目に掛かりたいです。 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 ◆ １２月は「疾病予防と治療月間」です

１２月 ８日（木）卓話予定

「男女脳の違いを知り、
真の男女協同参画を考えよう！」

心月 代表
マナーコンサルタント

有田麻紀 様

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）・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

１月２８日（土） ロータリー財団資金セミナー及びＰＨＳの集い

１３：００～１８：３０ ホテル日航福岡

◆ 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）]

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

～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 ：

HAPPY BIRTHDAY!～ １２月の誕生祝 ～

永島藤吾さん 昭和４７年１２月２８日

薙野修二さん 昭和４８年１２月２２日

熊川大祐さん 昭和５１年１２月１８日

徳山太士さん 昭和５４年１２月２１日

清原由鶴乎さん 昭和２６年１２月１２日

浦江卓司さん 昭和２７年１２月 ４日 古稀

田中悦子さん 昭和２７年１２月１９日 古稀

石藏啓孝さん 昭和３３年１２月 １日

１２月２９日（木） 福岡南
１２月３０日（金） 福岡東南


