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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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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」
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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

「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）

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

３月生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます

中華弁当

キノコと中国オリーブのスープ

チャーハン

マンゴープリン



会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 ３月 ２日）

こんにちは。明日、３月３日はひな祭り、また耳の日でもあります。明後日はＩＭです。

テーマは、「社会に役立つロータリー」です。各クラブからの講演では私が「福岡東

ロータリークラブの社会とのかかわり、いままでとこれから」と題して講演いたします。

３月６日は第４グループ会長・幹事会、３月１６日は春の会員家族懇親会と行事が

立て込んでいますが、よろしくお願いします。

出席報告 ３月 ２日 出席委員会

会員：５２名（うち免除会員１名）
ゲスト：渡辺亮一様・太田千春様（卓話者）・ヌリンさん（米山奨学生）
ビジター：福岡城西１名
合計：５６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： ７０％

修正出席率
２月 ９日 ８１％

大和竹史さん・立花浩介さん：福岡大学教授 渡辺亮一様、福岡大学４回生 太田千春様
本日の卓話、楽しみにしております。よろしくお願い致します。
入江良太郎さん：渡辺教授、太田さん、お越しいただきありがとうございます。報告を楽しみにして
おりました。本日はよろしくお願いします。
寺岡裕子さん：ヌリンちゃん、米山奨学生として最後の例会となりました。共に行事も参加し、楽しく
過ごせましたこと、うれしく思います。４月からの社会人としてのご活躍を心より応援しています。
野上清隆さん：つつがなく むそちの坂を のぼりゆき ことほぎうくる けふのうれしさ
溝江典江さん：お誕生祝いありがとうございます。先日、入会７年目を迎えておりました。健康に
気をつけてまいりたいと思います。
ＤＥＨテーブル会参加者一同：ＤＥＨテーブルでテーブル会をしました。ありがとうございました。その出席者、大和
会長・桃原さん・筒井さん・薙野さん・坂口さん・田中博光さん・田中浩成さんでニコニコします。
石藏啓孝さん：安恒さん、２月３日の節分の日、お世話になりました。夫婦で湯呑みが当たり、妻が大変喜んでおり
ました。有難うございました。
田中悦子さん：２月２２日２０周年祝賀会では、たくさんの方々に来て頂きまして誠にありがとうございました。日航
ホテル大月さんには大変お世話になりました。鏡開き、祝い目でた、スピーチ、ご案内して頂いた皆様、大変お世話に
なりました。２０周年を迎えられたのも皆様のお力添えを頂いたからこそとお礼申し上げます。今後共変わらぬご支援
を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
松田 修さん：有限会社さくらハウジング２０周年祝賀パーティーにお招きいただき、誠にありがとうございました。
盛大な宴、多くの方が集われて、田中悦子会員の人柄が偲ばれました。ますますの弥栄を記念申し上げます。
森 純子さん：田中悦子様、創立２０周年誠におめでとうございます。益々の御発展をお祈り申し上げます。
塚田征二さん：田中さん 先日は創立２０周年誠におめでとうございます。すばらしい祝賀パーティーでした。大変
お世話になりました。

3/2 11件 72,000円 累計 872,000円 亀井潤一 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２２日（水） １８：４５～１９：３０ （食事なし）
２０２３年 ４月１２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 ：

＝ テーブル会 ＝

ＢＧＪテーブル：２月２８日（火）１８：３０

「焼肉牛光」にて（川畑会員のお店です）

第４グループＩＭ
３月 ４日（土） １３：００～１７：００ 電気ビル共創館



司会 渡部 一ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 ３月 ２日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆ガバナーエレクト支援室 大神朋子次年度地区幹事
・皆様に次年度のＲＩテーマバッジを配布しています。
吉田ＧＥが自費でご購入してくださっています。
・田村さんが沖縄首里ＲＣとバナー交換をして来られています。
◆職業奉仕委員会 溝江典江委員長
・本日、職場訪問（持出し例会）のご案内を配布しております。
４月１３日（木）クリーンパークわかすぎに伺います。例会のみ
参加も可能ですので、出欠のご提出をお願い致します。

◆ロータリー情報委員会 脇坂愛次郎委員長
・２月１６日（木）に開催されたロータリー情報集会で質問が
多かった点について、資料を配布しています。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・３月４日開催のＩＭは、集合とオンラインのハイブリッドでの
開催です。メーキャップになるので、オンラインで参加した方は
報告してください。
・本日は定例理事会開催です。

『ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの収集分析プロジェクト』の結果報告

福岡大学工学部社会デザイン工学科流域システム研究室

渡辺亮一 教授 ／ 太田千春 様（４年生）

＜卓話の時間＞

＜太田千春さん報告＞

１１月２３日（水・祝）に実施した樋井川中流域田島地区でのゴミ拾いプロジェクトに
ついての報告。
プロジェクト実施背景として、ＳＤＧｓのうちの「海の豊かさを守る」という項目に基づく。
海ゴミの８割は河川から流れてきた河川ゴミが原因。つまり、私たちの街から出たゴミ
が海ゴミとなっている。河川ゴミを減らすことが海ゴミを減らすことに繋がり、河川ゴミ
を減らすためには河川ゴミの特性を知ることが重要であり、そうすることで効率的な
ゴミ回収方法等の対策を立てることができるのではないかと考えた。
プロジェクトはゴミ拾いを１時間行い、当日の参加人数は１４９名。大学生や地域の
小学生の参加が多数あった。
回収したゴミを分類してその内訳を分析した。当日回収したゴミの約半数は、レジ袋、
プラスチック類、紙類であった。プラスチック類には、たばこのフィルターが含まれ、
特にたばこのゴミが多かった。
ほかの年や樋井川の他の場所で実施したゴミ拾いの結果と比較検討して、樋井川の
ゴミの特性について研究したところ、出水期（６月１日～１０月３１日）と非出水期（１１月
１日～翌年５月３１日）とでゴミの内訳が異なることが分かった。
また、人が意図的に捨てているわけではなく、偶発的にゴミとなってそれが河川に流入したものも多く見られた。
～今回のプロジェクトの結果～
・過去から現在までレジ袋、プラスチック類、たばこなどのゴミが多い
・ゴミの量自体は減少している
・川ゴミの組成は、川の出水期と非出水期に影響を受けている
・ゴミはポイ捨てだけではない
・参加者１４９名中９７名が学生であったので、若年層にも環境保護の大切さを伝える機会になった

＜渡辺亮一教授による総評＞

今回のように詳細に調査して研究した結果を対外的に発信していくことには大きな意義があると考えている。
これだけの詳細な研究を行ったものはない。今後もこの研究を継続して行っていきたい。

＜米山奨学金授与＞ ヌリンさん

＜３月の誕生祝＞ ５名中４名出席

伴奏：高野悦子さん

ソングリーダー：村上晃二親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「国歌 君が代」・「奉仕の理想」



あとがき ： 樋井川のゴミ収集分析プロジェクトの研究結果は非常に興味深いものでした。拾ったゴミを細かく分類して
考察を加える作業はかなりの労力がかかったのではないでしょうか。あいにく、プロジェクト当日は雨が降って足場が
ぬかるんで作業がしにくかったですが、非常に意義深い活動になったと感じます。福岡大学との連携強化の点も含め
て、今後も継続していくべき活動だと思いました。 梅原 健
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１６日（木）予定

春の会員家族懇親会

（夜間例会）

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

３月３０日（木） 休会

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１５日（土） ２０２２～２０２３年度 青少年交換事業説明会

１３：３０～１６：３０ サンメッセ鳥栖

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

４月２７日（木）・５月 ４日（木） 休会

５月１３日（土） 大和会長による素振り健康法・真向法の指導

１３：００～１５：００ 森川ダンススタジオ

◆ 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
福岡平成 ３月２７日（月） 観桜会（夜間例会）
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
福岡北 ４月 ７日（金） → ４月 ８日（土） 創立４０周年記念式典祝賀会
福岡イブニング ４月１７日（月） 職場訪問

[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
３月２０日（月） 福岡西・福岡中央・福岡平成
３月２２日（水） 宗像

♪ 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。

１．５月２５日（木）宗像ＲＣ合同例会について ＜承認＞
２．新会員３名の入会について ＜承認＞
３．地区委員会委嘱について ＜承認＞

薙野修二会員 ： 地区クラブ運営支援委員会 委員
４．５月１３日（土）健康増進イベントについて ＜承認＞

■３月定例理事会議事録■ ２０２３年 ３月 ２日（木） ホテル日航福岡

●２０２３～２０２４年度版 ロータリー手帳 ご予約受付中●
サイズ タテ１７．４ｃｍ×ヨコ８．５ｃｍ（ロイヤルブルー）

価 格 定価６００円+消費税（送料別）

※５月下旬出来上がり予定
ご希望の方は事務局までお申込みください
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