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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
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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

４．１月の誕生祝

５．新春例会

森本千恵 様

岡山光麿 様

大和竹史 会長

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

松花堂弁当
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阿南文政さん：２００８年８月、故小池会員の紹介で福岡東ロータリークラブに入会以来、

１４年余りのロータリー生活でした。その間、会員の皆さま方との出会い・交わりにより、

大変有意な時間・経験を持つことが出来ました。これは、貴重な私の財産・人生の糧と

考えています。福岡東ロータリークラブ会員の皆さまにおかれましては、今後のご健勝・

ご活躍を祈念しています。感謝の気持ちを込めて「にこにこ」します。

大和竹史さん・立花浩介さん：森咲子様、本日の卓話よろしくお願い致します。

園田京子さん：森咲子さん、本日は卓話ありがとうございます！わくわく楽しみにしています！

溝江典江さん：先週の年末会員家族懇親会、親睦活動・ロータリーソング委員の皆さま、

ご準備ありがとうございます。ビンゴゲームで大きな箱を頂きました。ありがとうございます。

野上清隆さん：十日えびす詣りの冊子をお配りしております。３年ぶりの大祭ですので、皆様のご参拝をお待ち

しております。

ＳＡＡ一同：今年最後の例会を飾るべく、ＳＡＡの最終兵器、渡部さんの司会デビューです。がんばって下さい。

ＳＡＡ一同応援しております。

12/22 6件 24,000円 累計 705,000円 金光孝男 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

会長 大和竹史会長の時間（２０２２年１２月２２日）

今年最後の例会、大和年度の半年が無事経過しました、これも理事役員皆様の

お陰です。御礼申し上げます。今後ともよろしくお願いします。

今日は冬至です。太陽が遠ざかり昼間が一年で最も短くなる日、一年で一番運気が

最低の日で、これ以下はないと言う大切な日です。大切だと言うのは、組織から個人

までこれからは運が上向きになると信じ希望を持つべき日だと思うからです。希望が

如何に大事か、希望学と言う学問を提案した方もおられます。

夏野菜であるが保存の効くかぼちゃをいただき厳しい冬を乗り越えようとする、また

育つのに年月がかかる柚子をいれた柚子湯に入る江戸時代の習わしが今も残って

います。

今日の夕食はかぼちゃに毒気を殺し痛みを止める小豆の料理を、レシピを参考に

作ることを妻に宣言してきました。挨拶とします。

出席報告 １２月２２日 出席委員会

会員：５１名（うち免除会員１名） ゲスト：森 咲子様（卓話者）
合計：５２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： ６８％

修正出席率
１２月 ８日 ７３％

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

２０２３年 １月２５日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 ２月 ８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 ：

メーキャップになります。

ぜひご参加を！

■親睦ゴルフ大会

４月２１日（金） ８：００ スタート 門司ゴルフ倶楽部

■ＲＩ会長代理ご講演＆ご夫妻歓迎会

４月２２日（土）
【講演会】 １７：００～１７：３０ 【歓迎会】１８：００～２０：３０ リーガロイヤルホテル小倉

■地区大会

４月２３日（日） １０：００ 開会 北九州ソレイユホール

記念演奏 渡辺知子一座 ～みんな一緒に生きている～

記念講演 「ロータリーと私～財団奨学生から周産期医療の道へ～」

池ノ上克 氏（宮崎市郡医師会病院特別参与）

２０２２～２０２３年度 国際ロータリー第２７００地区 地区大会のご案内
ホストクラブ：小倉南ＲＣ ／ コ・ホストクラブ：小倉東ＲＣ



司会 渡部 一ＳＡＡ例会記録 ２０２２年１２月２２日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆インターアクト委員会 薙野修二委員長
・動画にて活動報告、ペットボトルキャップの募集。
８６０個でワクチン１人分、目標５万個。例会でも回収します。

◆会員増強委員会 石村かよ子副委員長
・１月１９日はオープン例会です。ゲストは現在６名ですので、
さらなるご紹介をお願いします。
・同日１８：３０より新会員歓迎会です。ご参加ください。
◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・１５日の夜間例会、多くの会員、会員家族にご参加いただき
ありがとうございました。米良美一さんの歌、縁日ブース、
ビンゴ大会で盛りあがりました。ご協力感謝します。

◆ガバナー支援室 田中博光会員
・ベストの作成報告。新春例会に持参予定ですので持ち帰りください。
◆吉田知弘ガバナーエレクト
・２０２３年１月１０日～１４日にアメリカのオーランドに行く予定。
帰国した際には、ＲＩ会長のテーマをお話ししたい。
引き続きご支援を賜りたい。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・写真名簿、第４・５グループ名簿を配布していますので、
ご確認ください。
・地区大会が２０２３年４月２３日北九州ソレイユホールにて
開催されます。来年は当クラブがホストクラブになるので
見てほしい。ぜひ多くのご参加を。
・本日は今年最後の例会です。次回は１月１２日になります。

＜卓話の時間＞

「人類史上最大の発見『潜在意識』を活用して
ワクワク楽しく自動的に夢実現する方法」

㈱咲ら化粧品 代表取締役 森 咲子 様

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＞ 「それでこそロータリー」



あとがき ： あけましておめでとうございます。今は、スマホやＳＮＳでニュースも流行も、知識や娯楽も自らが選ぶ時代です。
しかしながら、例会の卓話では、自分の趣向とは違う角度からも情報が入ってきます。これが思わぬ発見や成長になると
感じました。年明けにあたって、今年も心のごちそう（卓話）を楽しみに例会に出席をしようと心に誓いました。 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 ◆ １月は「職業奉仕月間」です

１月１９日（木）卓話予定

「私と祖父をつなぐもの。
それがロータリー」

国際ロータリー第２７８０地区
会員増強委員会 地区委員長

岩澤あゆみ 様

（茅ヶ崎ＲＣ）

１月１５日（日） ロータリーリーダーシップ研究会

９：３０～１７：００ 立花高等学校

１月１９日（木） １００％出席Ｄａｙ

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

２月１６日（木） ロータリー情報集会 １８：３０ ホテル日航

４月２３日（日） 第２７００地区 地区大会 北九州ソレイユホール

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

福岡中央 １月１６日（月） １８：００ 新年夜間例会
福岡西 １月２３日（月） １７：３０ 新春夜間例会・懇親会
博多 １月２４日（火） １２：３０ オンライン例会
福岡東南 １月２７日（金） １２：３０ 例会場変更 ホテルオークラ
福岡城東 ２月 ４日（土）→２月 ３日（金） １８：３０ 創立記念夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

１月１８日（水） 宗像
１月２７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）

＊１月１９日（木）は出席率１００％Ｄａｙです！ メーキャップ可能期間： １月５日（木）～２月２日（水）

出席できない場合は、下記の変更を確認して必ずメーキャップしましょう！

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

１月１３日（金）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（０９０ ‐ ４４８４‐９８５１）まで。

HAPPY BIRTHDAY!～ １月の誕生祝 ～

金谷久司さん 昭和１５年 １月１９日

森 純子さん 昭和２３年 １月 ３日

正岡民次さん 昭和２４年 １月 ４日

石村かよ子さん 昭和２６年 １月 ２日

豊馬 誠さん 昭和３４年 １月 １日

大月照雄さん 昭和３８年 １月２４日 還暦

園田京子さん 昭和４７年 １月１８日

青屋信作さん 昭和４９年 １月 ６日

１．阿南文政会員・小石原隆史会員 １２月末にて退会の件 ＜承認＞

■持回り理事会議事録①■ ２０２２年１２月２２日（木） ホテル日航福岡

■持回り理事会議事録②■ ２０２２年１２月２９日（木） メールにて

１．中西善正会員・田﨑郁乃会員 １２月末にて退会の件 ＜承認＞
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