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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

４．１月の誕生祝

５．クラブ協議会

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
我等の集い

如月の上生菓子

如水庵

森 純子会員提供

中華弁当

ほうれん草の玉子スープ

チャーハン

ジャスミンプリン



大和竹史さん・立花浩介さん：川畑輝雅さん、ご入会おめでとうございます。
国際ロータリー第２７８０地区会員増強委員長 岩澤あゆみ様、
本日の卓話よろしくお願い致します。
合屋成孝さん：無事に！！ヘアドネーションを済ませて来ました！！ドライヤーの
電気代、シャンプートリートメント代も安く上がりましたからにこにこします！！
安恒忠男さん：元会員 中さんより頂いた年賀ハガキ、１万枚に１枚の２等賞に
当たりました。今年は、新年よりいいことが有りそうです。

1/19 3件 17,000円 累計 759,000円 亀井潤一 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 １月１９日）

明日が日本の暦、二十四節季、最後の大寒に入ります。来週火曜は最高気温が

４℃の厳しい寒さが予想されます。それでも三寒四温で春の気配を感じさせる

時期になります。

本日は会員増強を目的とする第二回のオープン例会です。また夕刻には新会員

歓迎会を開催します。準備していただきました会員増強委員会の田村委員長

はじめ委員の方にお礼申し上げます。

ゲストの皆様、ご参加いただきありがとうございます。本日のオープン例会で、

ロータリーは、地域のため、日本のため、世界のためになることをする利他業で

自己を成長させる格好の場であることを理解していただけると確信しております。

会員の皆様、ご承知のとおり大和年度は会員１００名を目標に掲げております。

ロータリーライフの素晴らしを情宣され、お一人が一人の会員を入会させていただきまますようお願い致します。

出席報告 １月１９日 出席委員会

会員：会場／６３名 オンライン／２名（うち免除会員１名）
ゲスト：岩澤あゆみ様（卓話者） ビジター：宗像１名
オープン例会参加者：１７名
合計：８４名 ｟ 在籍会員：７６名 うち免除会員３名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！

当日出席率： ８８％

修正出席率
１２月２２日 ７１％
１２月平均 ７５％

■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（例会）

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

１２月に実施しておりました国際大会に関するアンケートにつきまして、未回答の方は

右ＱＲコードからご回答ください。配布済みの用紙を提出されても構いません。

宿泊先や搭乗便確保等の準備が必要になりますのでよろしくお願いいたします。

～ガバナーエレクト支援室より～

吉田ガバナー年度のロータリー国際大会はシンガポールで開催されます。例年ＲＩより

参加要請があり、ガバナー輩出クラブである当クラブからも多くの現地参加をお願い

したいと思います。

●国際大会（２０２３～２０２４年度）に関するアンケート回答のお願い●



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 １月１９日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・本日はオープン例会と出席率１００％Ｄａｙです。１７名の
ゲストにご参加いただいています。
非常に多くのご参加ありがとうございます。
・１８：００からは夜間飛行にて新会員歓迎会が行われます。
・来週はクラブ協議会です。理事・役員の方々で出席できない
方はご連絡よろしくお願いいたします。

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：矢野亮介親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「四つのテスト」

＜新会員入会式＞

川畑輝雅 会員

㈱リアルティストア 代表取締役

＜卓話の時間＞

「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）

・田村さんとの約束で、卓話をするため茅ヶ崎から自腹で本日の例会へ。

・紅白は茅ヶ崎の雄、加山雄三の唄を桑田佳祐が歌ってとても興奮した。

・大和会長は卓話を「心のごちそう」と仰ってるということで、「おしながき」

としてみました。

・茅ヶ崎ＲＣに入会した時、８年ぶりの新会員であり、初の女性会員という

こともあり、いきなり親睦委員長に就任。それから５年ほどいくつかの

委員長を歴任し、第５９代会長に。

・会長になった最初の例会では祖父のバッジをつけていきました。

・祖母⇒父⇒祖父と、人の「死」に立ち会う経験から「生きる」ことについて考える

ようになった。

・祖母も父も祖父も、多くの方々からよく思われていたことから「尊敬する家族に

誇れる生き方をしたい」と考えるようになり、ロータリーやＪＣに入会し、積極的に

活動を行ってきた。

・仕事は創業１３５年になる呉服屋「くまじ」。屋号は初代熊次郎さんの名前から。

・神棚と初代が使っていたそろばんは今もずっと店にある

・祖父の正（まさし）さんはシベリアに５年ほど抑留され、なかなか茅ヶ崎に戻りた

がらなかったが、周囲の方々が無理やり連れ戻した。その後、茅ヶ崎ＲＣに入会。

・初めてのロータリーは生後半年で行ったクリスマス家族懇親会。以後、毎年参加

して、会員のご子息・ご息女とは幼馴染のように仲良くなった。

・卓話の時は私を練習相手としていた。

・９３歳まで週５でゴルフに行っていた。

・ロータリーは亡くなる２年前まで皆勤。ロータリーを愛し、すごく楽しみにしていた。

・祖父の愛した茅ヶ崎ＲＣを私も愛し、祖父がロータリーを通じてみてきた世界を見たいと思うようになった。

・フィリピンで学校設立の活動をロータリーで行った。ロータリーに入っていなければ絶対にやっていないこと

だと思う。

・ロータリーとは、「自分を成長させてくれる場」、「素晴らしい人たちとの出会いの場」、「役にたてる人になる。

こと、誰かのために何かできることはないかと自分の人生を豊かにするものが得られる場」である

・大和年度に会員１００名を達成してほしい。



あとがき ： 今週火曜日・水曜日は大寒波で最低気温が氷点下となり、雪も降りました。お仕事等への影響はなかった
でしょうか。寒い日は特に浴室と脱衣場の気温差に十分気を付けてください。 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

◆ 今後の行事 ◆ １月は「職業奉仕月間」です

２月 ２日（木）卓話予定

古川知明 会員

大神朋子 会員

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 ５日（日） ＲＬＩ研修Ｐａｒｔ３ ９：３０～１７：００ 立花高等学校

２月１６日（木） ロータリー情報集会 １８：３０ ホテル日航福岡

２月２３日（木） 休会

３月 ６日（月） 第４グループ会長・幹事会 １８：００ グランドハイアット

４月２３日（日） 第２７００地区 地区大会（例会） 北九州ソレイユホール

※例会日振替えのため、２０日（木）の例会はありません

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

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２７日（金） 福岡北
１月３１日（火） 博多イブニング
２月 ７日（火） 太宰府・博多
２月２０日（月） 福岡西・福岡中央・福岡平成
２月２１日（火） 福岡城西・太宰府

～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：～２月２日（水）

出席できなかった方は、下記の変更を確認して必ずメーキャップしましょう！

１．新会員１名の入会について ＜承認＞
２．徳山太士会員の出席免除について（１～３月） ＜承認＞

■持回り理事会議事録■ ２０２３年 １月１９日（木） ホテル日航福岡

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 ２月 ８日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 ２月２２日（水） 持出し例会

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！

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

６．４月２０日（木）通常例会を４月２３日（日）地区大会参加に変更する件 ＜承認＞

■１月定例理事会議事録（追加分）■ ２０２３年 １月１２日（木） ホテル日航福岡
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