
福岡東ロータリークラブ
FUKUOKA HIGASHI ROTARY CLUB

例会場：ホテル日航福岡 例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目18-25 TEL:092-482-1111
事務局：ホテル日航福岡 別館3F
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-23 TEL：092-482-1109 FAX:092-482-1105
E-mail:fhrotary@aurora.ocn.ne.jp http://fukuoka-east-rc.jp/

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

週報
第2700地区 西島英利ガバナー
メッセージ

「ロータリー、継続活動と変化」

２０２3

会長 大和竹史
幹事 立花浩介

3/2
Ｎｏ.

2022-2023年度
国際ロータリー会長
ジェニファーＥ.ジョーンズ 29

クラブのテーマ

「やさしさ、まこと、とも生きの心で」
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１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．３月の誕生祝

５．卓話の時間

「『ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの

収集分析プロジェクト』 結果報告」

グリーンサラダ トマトとチーズ

牛肉と椎茸のハヤシライス

チョコレートのパンナコッタ

フルーツ添え

コーヒー

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



会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 ２月１６日）

トルコ南部地震による死者は先週の例会時には１１，０００人でしたが、今朝の報道に

よると４１，０００人となっております。耐震性不足の違法建築物の崩壊による圧死が

多数を占めています。日本では１２年前の３月１１日に東北地方太平洋沖地震が発生、

津波による犠牲者、行方不明者、合わせて２２，０００人にもなりました。当時、福岡

大学の役職に就いていましたので夏休みに学生、約１００名を災害復興のために派遣

いたしました。その後、福岡大学は夏休みに支援の形は変わって来ましたが学生を

派遣しています。また、現在は、災害復興架け橋隊という認定団体が活躍しています。

１月のオープン例会に幹部を招きました。学生達が多様な社会貢献活動をしています

ので福岡大学ローターアクトクラブを作るべく青屋地区ローターアクト委員長と月曜日

に大学を訪問しました。新しいクラブを作るためにはハードルが高いようですが知恵を絞って実現させます。

本日の卓話は、あいうら接骨院-鍼灸院のあいうら院長にお願いします。１００歳時代を生きるために役にたつ情報が

盛り込まれています。よろしくお願い致します。

テーブル会のテーマは、「わたしの職業奉仕」といたしました。ロータリーの友１月号（Ｐ．１１）に、特集 職業奉仕月間

「あなたが『つくっている』ものは？―私のプライド、その仕事―」が組まれています。あなたが「つくっている」ものを

テーブル会で発表して下さい。担当の方は取りまとめていただき、例会でご報告をお願いします。

出席報告 ２月１６日 出席委員会

会員：５５名（うち免除会員１名）
ゲスト：相浦利孝様（卓話者）・宮崎 潤様（例会見学）
ビジター：２名（久留米東１名・福岡西１名）
合計：５９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： ７４％

修正出席率
２月 ２日 ７９％

本間大策様（久留米東ＲＣ）：本日は宜しくよろしくお願いします。
大和竹史さん・立花浩介さん：本日卓話をいただきます、あいうら接骨院・鍼灸院 院長 相浦利孝様、
どうぞよろしくお願い致します。
新嶋秀夫さん：本日、入会候補者として宮崎潤さんがオブザーブ参加されております。皆様どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

2/16 3件 6,000円 累計 800,000円 渡部 一 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

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 ３月 ８日（水） → ３月 ４日（土） 第４Ｇ ＩＭ（メーキャップ不可）
２０２３年 ３月２２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 ：

ロータリー情報集会 ２０２３年 ２月１６日（木） ホテル日航福岡にて

ＲＯＴＡＲＹの本質を理解するには、
Ｓｅｒｖｉｃｅ＝奉仕では無理があります。
ロータリアンの環の中に、「入りて学び、
出でてＳｅｒｖｉｃｅ」、各自の職業Ｓｅｒｖｉｃｅ
（４つのテストを含め）を行うことによる
社会Ｓｅｒｖｉｃｅ、誇りと品位、社会的
信頼を向上する人生道場として
戴きたいと思います。

講師：ロータリー情報委員会
副委員長 脇坂愛次郎 会員

♪カラオケ同好会♪

２月 ９日（木） １９：００

スナック橙にて



司会 妹尾葉子ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 ２月１６日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆ロータリー情報委員会 石藏啓孝委員長
・本日１８：３０より４Ｆオーキッドルームにてロータリー情報
集会を開催します。入会３年未満の会員で受講未済の方、
また他の会員もご参加お待ちしております。

◆職業奉仕委員会 溝江典江委員長
・３奉仕委員会合同で４月１３日（木）は持ち出し例会として
「クリーンパーク若杉」を訪問することになりました。
３月２日の例会で詳細をご案内しますが、当日はホテル日航福岡に１０：００集合、１０：１５出発の予定で、
ランチはうなぎを食べます。お楽しみに。

◆田中浩成会員
・２月２１日（火）１８：３０より西中洲の星期菜にてＤＥＨテーブルのテーブル会を開催します。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

・４月２３日（日）の地区大会参加エントリーが行われていない
方はエントリーをお急ぎください。当日は例会扱いとなり
出席義務がありますのでご注意ください。終日の参加は
長時間になりますので難しいと思いますが、１６：４５頃、
次年度地区大会のホストクラブとして紹介されますので、
その時間帯はスケジュールに組み込んでください。
・２月２３日は天皇誕生日で休会ですのでご注意ください。

伴奏：高野悦子さん

ソングリーダー：川畑輝雅親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「２７００のマーチ」

「柔整師・鍼灸師が思う『塩ミネラル』の可能性」

あいうら整骨院・鍼灸院 院長 相浦利孝 様

＜卓話の時間＞

古川会員と同じ業界団体に所属しているご縁で、東洋医学のお題ということで
卓話の依頼がありました。古川会員の三顧の礼にたまらず卓話を引き受けました。
まず鍼灸師資格を取得、修行中に柔道整復師資格も取得し、ダブルライセンスで
２００５（平成１７）年開業しました。開業前に結婚、高校２年生を頭に四女の父、
現在４３歳です。
健康問題に関心を持ったのは、地元小学校の役員を引き受けたことです。全校で
発達障害と診断された児童を対象とするチャレンジクラスが２クラス（約５０名）あり
驚きました。講演会を企画したり、森信三先生の実用教育を学んだり、呼吸法の
改善やミネラルの摂取を推奨したりしました。
患者さんの痛みや症状の改善を行うのですが、なかなか治らない方や一度、治っても再発する方もおり、回復
が早い方とはどこが違うのだろうと考えていました。そんな折りミネラルを豊富に含む塩との出会いがあり、
ミネラル摂取による体質改善が効果的であることに気づきました。

○病気・不調の原因は体に溜まった汚染レベルが排出力（免疫力）が追いつかなくなっている状態である。
○病気・不調を改善するには汚染レベルを減らし、排出力（免疫力）を上げること。
○汚染レベルを減らすには、様々な汚染を知り、摂取・吸収・取り込まないようにすること。
○排出力（免疫力）を上げるには、生体電流の流れ、つまり神経・電気の流れをぶち上げること。人間の身体は、
脳から流れる電流で動いているので、生体電流の量が増えれば心臓をはじめ臓器の動きが良くなり健康に
つながります。
○生体電流の流れをぶち上げる方法は良い塩を摂取・吸収すること。
○良い塩の三条件①天日干し②非加熱③海洋深層水。この製法であればミネラル豊富な塩になります。
○日本の食卓では、戦後の専売制で食塩がミネラルを抜いた状態で長く販売されたこと、アメリカの研究で
食塩の摂取は高血圧に結びつくとされ塩分摂取が控えられたことが響いて、ミネラル不足の状態が続きました。

ミネラル豊富な良い塩であれば接収しても高血圧にならないとの研究もあります。
三条件を満たす良い塩で①塩水を飲む、②塩風呂に入る、③塩歯磨きでミネラル摂取、生体電流の流れを
高めて健康増進、ぜひお試しください。



あとがき ： 立春から当クラブも吉田年度に向けてますます加速しているように感じます。ガバナーエレクト支援室は既に
大車輪で大きな会議も続きます。また、２０２３－２０２４地区大会実行委員会も既に立ち上がり、会場確保、出演者交渉、
クラブ紹介ビデオの作成など４月の地区大会前までに済ませる業務もあります。各委員会にお役目をお願いする機会も
増えると思います。その際はイエスはハイか喜んででよろしくお願いします。 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 ◆ ３月は「水と衛生月間・世界ローターアクト週間」です

３月 ９日（木）卓話予定

「知っておくべき最低限の

知識と職業奉仕の現状」

地区職業奉仕委員会

委員長 半田裕一 氏

（甘木ＲＣ）

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 ５日（日） 米山記念奨学生修了式 １５：００～１７：００

ＴＫＰガーデンシティ

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１３日（木） 職場訪問（持出し例会） １０：００ ホテル日航福岡集合

１１：００～１２：１５ 見学 クリーンパークわかすぎ
１２：３０ 例会・食事 山椒の木

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 ３月１０日（金） １８：３０ ＲＡＣとの合同夜間例会
太宰府 ３月１４日（火） 夜間例会
博多イブニング ３月１４日（火） 観桜家族懇親会
福岡イブニング ３月２７日（月） 観桜会
福岡城西 ３月２８日（火） １７：３０ 観桜懇親会
福岡平成 ３月２７日（月） 観桜会（夜間例会）
福岡北 ４月 ７日（金） → ４月 ８日（土） 創立４０周年記念式典祝賀会

[例会休会（メーキャップ不可）]

３月 ３日（金） 福岡北・糸島
３月１８日（土） 福岡城東

～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）

HAPPY BIRTHDAY!～ ３月の誕生祝 ～

１．４月１３日（木）職場訪問（持出し例会）の件 ＜承認＞
２．園田京子会員 ２月１５日にて退会の件 ＜承認＞
３．園田会員退会に伴う人事異動の件 ＜承認＞
妹尾葉子会員：副ＳＡＡ→正ＳＡＡ ／ 小栁利之会員：ＳＡＡ→副ＳＡＡ

■持回り理事会議事録■ ２０２３年 ２月１６日（木） ホテル日航福岡

野上清隆さん 昭和３４年 ３月２４日

溝江典江さん 昭和４４年 ３月１３日

西川真太郎さん 昭和４８年 ３月 ８日
坂口洋介さん 昭和５１年 ３月２０日

徐 美栄さん 昭和５６年 ３月 １日

♪ カラオケ同好会からのお知らせ ♪

３月１０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 （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。

３月２０日（月） 福岡西・福岡平成
３月２２日（水） 宗像
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