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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

「ロータリーでも使える！
マスコミが取り上げたくなる

広報ＰＲのテクニック」

㈱ＴＭエンタープライズ

代表取締役 杉本尚丈 氏

松花堂弁当

２月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます

それでこそロータリー

１、どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合おうよ

それでこそ ローローロータリー



会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 ２月 ２日）

昨日は風に暖かさを感じました。立春を迎えるのだと実感した次第です。

先週の例会でガバナー補佐の安部光壱様がＩＭの案内をされました。本日、お手元に

第４グループインターシティミーティング（IＭ）開催のご案内を配布しております。テーマは、

「社会に役立つロータリー」です。この３年間での活動を振り返って、各クラブと社会との

かかわりという視点での発表があります。

我がクラブは、衛星クラブ、インターアクト、友好クラブの佐世保北ロータリークラブ、さらに

計画中のローターアクトとの協力で今後も特徴的な社会貢献ができると確信しております。

さて、先月の新会員入会に続き、今月も新会員青池美和さんを迎えることができます。

会員増強委員会各位並びに皆さんにお礼申し上げます。

最後に皆さんに申し上げたいことがあります。今一度、ロータリーの目的や私たちの思考、言行に関する

四つのテストを十分に理解すること、例会出席の義務を果たすこと、このことを切にお願いして挨拶とします。

出席報告 ２月 ２日 出席委員会

会員：５９名（うち免除会員１名） ゲスト：ヌリンさん（米山奨学生）
ビジター：福岡１名
合計：６１名 ｟ 在籍会員：７７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： ７９％

修正出席率
１月１９日 ９２％

ＩＭって何？②
「ロータリー用語辞典」より

●都市連合会（ＩＭ） Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ

以前はＩＧＦ（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｆｏｒｕｍ）やＩＣＧＦ（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ ａｎｄ Ｃｌｕｂ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｆｏｒｍ）と呼ばれていた地区

行事であったが、１９６９年のＲＩ理事会決議でＲＩの正式行事から除外され、それ以後、実施するか否かはガバナーの

裁量に委ねられることになった。その後ＩＭ（Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ）と呼称変更され現在に至っている。

近隣クラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪を拡げる意義は大きく、ほとんどのIMはフォーラムと懇親会がセット

となっている形式がとられている。

１９８８年手続要覧では、標準クラブ定款の出席規定を除き、ＩＭに関する記載が抹消されてしまったが、ＩＭを開催

するか否か、だれが主催するかについては、従来通り、すべてガバナーの自由裁量権の下にあると解釈すべきである。

●都市連合一般討論会（ＩＧＦ） Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｆｏｒｕｍ

近隣都市の数クラブが集まって、ロータリー情報および教育の手段として研究・討議する会合。ガバナーから任命

されたリーダーが司会をし、参加クラブより提出された事項について意見を出し合い、討論をし、経験豊かなロータリ

アンのカウンセラーが助言をし、最後の全体討論では、ガバナーから選ばれた元RIの役員のゼネラルリーダーが

概評する。ＩＧＦも厳密にはＩＭの一会合である。

第４グループ ガバナー補佐 安部光壱 様（福岡南ＲＣ）

大和竹史さん・立花浩介さん：青池美和さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーライフを
お楽しみ下さい。よろしくお願い致します。
豊馬 誠さん：先月はお誕生日を祝って頂き、ありがとうございました。
津曲幸二郎さん：誕生祝ありがとうございます。一昨日、鹿児島のロータリークラブ、古希になった
同期のメンバーと会食しました。お互いに２０３０年、７７才までは第一線で？がんばろうと誓い
あったところです。
小栁利之さん：誕生祝ありがとうございます。一年があっという間でした。
吉田知弘さん：誕生日のお祝いをありがとうございます。ロータリーのために素晴らしいガバナー
年度といたしたく思いますので、皆様のご支援を宜しくお願いいたします。
溝江典江さん：本日の会員卓話、たのしみにしてました。大神さん、古川さん、頑張って下さい。
安恒忠男さん：先日大名～天神を散歩中に携帯電話をなくしました。幸運にも警察に届けてくれた善意の人により
手元に戻り、感謝・感激の一日でした。

2/2 7件 27,000円 累計 789,000円 渡部 一 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

ＡＩテーブル

ＢＧＪテーブル

ＣＦＫテーブル

ＤＥＨテーブル

３月 ２日（木）１８：３０より 中国料理 鴻臚

２月２８日（火）１８：３０より 焼肉 牛光

３月 １日（水）１８：３０より ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ ＫＩＫＵＹＡ

２月２１日（火）１８：３０より 星期菜 水上公園店

テーマ ： 私の職業奉仕

ぜひご参加ください！

～ テーブル会のお知らせ ～



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 ２月 ２日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆新嶋秀夫会員
・４月の地区大会で放映する当クラブの紹介ビデオを制作中
です。ビデオ素材のため、次回例会（２月９日）に撮影を行い
ます。ご協力、お願いします。
・２月２８日（火）、ＢＧＪテーブル会を新会員の川畑さんの
お店で開催します。多くの方のご参加、お待ちしております。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・新会員の青池美和さんが本日より例会参加です。
・福岡南RCがホストクラブのＩＭ、テーマは「社会に役立つ
ロータリー」です。ぜひエントリーをお願いします。
ＩＭについて、週報にも記載しております。ご確認ください。
・メルボルン国際大会へのエントリーの締切が２月２９日
（月）に延長されました。参加希望の方はお申し込み下さい。
・本日は定例理事会です。

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん

伴奏：高野悦子さん

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

＜今日の歌＞ 「国歌 君が代」・「奉仕の理想」

＜新会員入会式＞

青池美和 会員

㈱内藤工務店 代表取締役＜２月の誕生祝＞ ６名中６名出席

「これまで、これから」 古川知明 会員

＜卓話の時間＞

・１９７３年７月、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町（三田川町）に生まれる。
・小学校では野球、中高ではバレーボールに打ち込む。腰を痛め、柔道整復師の先生に
治療を受け、その先生の勧めで柔道整復師の道へ進みました。先生が素直にかっこ良く
思えたからです。
・龍谷高校卒業後、東京柔道整復専門学校へ進学。山梨県大月市で師に弟子入り、丁稚
修行が始まりました。住み込み修行中は、兄弟子の夜逃げ事件や弟弟子の脱走など
様々なことがあり、理不尽の中での学びは今となっては貴重な経験です。
・１９９６年に２６歳で佐賀県上峰町に現在の本院「ふるかわ整骨院」を開業、現在では、
福岡・佐賀に１０店舗を展開、地域のプロスポーツや実業団、国体チームのメディカルサポートを行っています。
整骨・鍼灸事業を通して、地域医療に貢献できる人材の育成を目指しています。
・福岡東RCには田中悦子会員のご紹介で入会しました。これからも先輩会員の皆様から学びながら奉仕活動、
世の中のために貢献できることがあればやっていきたいと思います。

「これまで その１～その４」 大神朋子 会員

・古川会員のお題と「これまで」がシンクロしてビックリしてます。
・最初の会員卓話のとき、２０分の持ち時間で場が持つか不安でしたが、話が終わらず
１０分オーバーしたことを覚えています。
・開業医の家庭に生まれ、とても厳格に育てられました。お小遣いは最小限（小学生から
学年が進むと＋１００円）、私服もジャージなど最小限、外泊禁止。
・中３の頃、父の「稼がないやつに発言権はない」との父の暴言に遭遇、一日も早く自立して
やると決意しました。
・吉田ＧＥとは同級生、ドイツ語のクラスが同じでした。
・バブル真っ只中に大学を卒業、バブル期を司法試験受験生として過ごす。

・司法修習中に優しくておしゃべりで目のぱっちり大きい夫と結婚。
・敬愛する國武弁護士から「弁護士が一番大切にしなければならないものは何かね？」と尋ねられて答えきれません
でした。國武弁護士は「勇気」と一言、それからこの言葉を深めてきました。立ち向かう勇気、お客様を守る勇気、過ち
を認める勇気等々、今では、法律だけ守ればよいになりがちな日々、自分の行動を律する規準が大切と思っています。
・専門は医療問題などですが、弁護士の営業は良い仕事をすること。お客様の満足が次の仕事につながり、様々な
ご縁をいただいて領域が広がっていきました。民事調停のキャンペーンでモデルを務めたことも。
・２００４年、敬愛する塚田会員のご紹介で、久家会長年度に入会させていただきました。
入会後一年間、例会無欠席で過ごし、例会での刺激、学びに感謝です。
・『いとこのビニー』（原題：Ｍｙ Ｃｏｕｓｉｎ Ｖｉｎｎｙ）は、弁護士の実像を描き出しており秀逸、Ａｍａｚｏｎなどでも鑑賞でき
ますので、ぜひご覧下さい。



あとがき ： 会員卓話は親睦のはしり、例会の宝石箱です。古川会員の丁稚修行から始まる冒険物語、大神会員の敬愛
する先達からの弁護士道、いずれもユーモアたっぷり素晴らしい卓話でした。週報では伝えられないのが残念です。会員
卓話はぜひライブで。ちなみに「いとこのビリー」面白かったです。 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 ◆ ２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です

２月１６日（木）卓話予定

「柔整師・鍼灸師が思う

『塩ミネラル』の可能性」

あいうら接骨院・鍼灸院

院長 相浦利孝 氏

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 ４日（土） 第４グループＩＭ １３：００～１７：１０ 電気ビル共創館

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

３月１１日（土）・１２日（日） 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

福岡ファッションビル７Ｆ 大会議室

３月１６日（木） 春の会員家族懇親会（夜間例会）

１８：００～２０：００ ホテル日航福岡

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]

福岡城南 ２月１５日（水） １８：３０ オークション
糸島 ２月２４日（金） 夜間例会
太宰府 ３月１４日（火） 夜間例会

[例会休会（メーキャップ不可）]

２月１０日（金） 福岡北
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・博多
３月 ３日（金） 福岡北・糸島

～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

２０２３年 ２月２２日（水） 持出し例会（メーキャップ不可）
２０２３年 ３月 １日（水）→ ３月 ４日（土） 第４Ｇ ＩＭ

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 ：

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

２月 ９日（木）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 （博多区中洲４－７－８） 会費：５，０００円（食事つき）
興味のある方は玉井会員（０９０ ‐ ４４８４‐９８５１）まで。

１．３月１６日（木）春の会員家族懇親会の件 ＜承認＞
２．年末会員家族懇親会収支報告の件 ＜承認＞
３．新会員１名の委員会配属について ＜承認＞

青池美和会員…職業奉仕委員会
４．地区委員会委嘱について ＜承認＞

村上晃二会員 ： 地区ＲＬＩ委員会 委員
田村志朗会員 ： 地区研修委員会 委員

■２月定例理事会議事録■ ２０２３年 ２月 ２日（木） ホテル日航福岡
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