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「やさしさ、まこと、とも生きの心で」

四つのテスト

作曲 水谷暢宏（相模原南ＲＣ）

真実か どうか
みんなに 公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

サーモンのタルタルと帆立貝柱のラーム
春のサラダ飾り オレンジキャビア添え

新ジャガイモのクリームスープ
マグレブの香り

スズキのポワレ ムール貝添え
ナージュソース ブールノワゼットのアクセント

八女茶のシャーベット

牛フィレ肉のポワレ
旬のグリーンアスパラのポロネーズ

マスタードクリーム

コーヒー 自家製パン

春の会員家族懇親会

ホテル日航福岡３Ｆ 都久志の間
１８：００より

１．本日の歌

２．会長･幹事・各委員会報告

３．懇親会



会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 ３月 ９日）

こんにちは、そしてサンキューと申し上げます。今日は３月９日だから伝えるのでは

ありません。みなさんのお陰で大和年度も４分の３、無事、経ちました。

昨日３月８日は国際女性デーでした。英誌エコノミストによると女性の働きやすさ

トップ４は北欧４カ国で日本は２９カ国中ワースト２とのこと、同誌は日韓は女性が

いまだ家庭かキャリアを選ばなければならないと指摘しています。少子化の大きな

要因だと思います。政治、社会全体でこの恥ずべき状態から抜け出す方策を取って

いけばロータリークラブの女性会員は増えていきます。

忘れてならないのは、２０１１年３月１１日の東日本大震災です。南海トラフ巨大地震

に備えて微々たりともできることは何かを考え、実践していこうと思います。

さて、３月２７日、地下鉄七隈線が天神南駅から博多駅間まで櫛田神社前駅く経由で延伸開通します。福岡と

博多の連結が強化され経済社会に多大な効果を与えることが予想されます。３月２３日に「地下鉄七隈線延伸

とまちづくり」と題して福岡大学社会デザイン工学科の辰巳 浩教授に卓話をお願いしました。ご期待下さい。

半田裕一様（卓話者）：本日はお招きありがとうございます。好き勝手なことをしゃべって
帰る予定です。眠気をおこさないよう努力します。よろしくお願いいたします。
大和竹史さん・立花浩介さん：地区職業奉仕委員会 委員長 半田裕一様、本日の卓話
よろしくお願い致します。
溝江典江さん：本日は地区職業奉仕委員会 半田委員長、甘木ＲＣより卓話にお越し頂き
ありがとうございます。よろしくお願いします。
吉田知弘さん：本日の卓話楽しみです。ともに職業奉仕の学びを深めましょう。半田職業
奉仕委員長を歓迎いたします。会員の皆様、今週末のＰＥＴＳもよろしくお願いいたします。
薙野修二さん：先日は、５０周年記念式典に多数お越し頂きまして、ありがとうございました。お陰様で盛会と
なりました。改めて創設者の漫画を入口に用意しておりますので、ご自由にお取り下さいませ。

3/9 5件 18,000円 累計 890,000円 西川真太郎 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

■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

～米山奨学生だより～ カウンセラー 寺岡裕子会員

３月５日（日）米山記念奨学生の

終了式がありました。

同日の午前中は、太宰府ＲＣ様より

”曲水の宴”にお招きいただきました。

平安時代から続く日本文化に、

ヌリンさんはとても興味を持って

深く感動していました。



司会 亀井潤一ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 ３月 ９日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆新嶋秀夫会員（ＢＧＪテーブル報告）
・２月２８日（火）開催。１３名参加。
◆田中浩成会員（ＤＥＨテーブル報告）
・２月２１日（火）開催。７名参加
◆古川知明会員（ＡＩテーブル報告）
・３月２日（木）開催。１３名参加
◆米山記念奨学生カウンセラー 寺岡裕子会員
・３月５日（日）ヌリンさんが米山記念奨学生終了式に参加しました。
◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・来週３月１６日（木）は夜間例会です。
◆ガバナーエレクト支援室 月信委員会 桑野智彰会員
・今月のガバナーエレクト通信を配布しています。
次年度のテーマについて発表されていますのでご一読ください。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事

・先週開催されたＩＭにＺｏｏｍ参加された方はメーキャップに
なりますので報告をしてください。
・４月から新たに米山奨学生を受け入れます。
陳愛理（チェン・アイリ）さん、台湾の方です。
・来週は夜間例会です。

「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 様

＜卓話の時間＞

職業奉仕という言葉は一般に使用する言葉ではなく、ロータリーでのみ使用する
言葉であるため、その概念が分かりにくい。
一言でいうと、職業を通じて世のため人のために奉仕するということ。

ただし、「職業」と「奉仕」という言葉は一見すると矛盾する。
「職業」＝自分が生きていくための手段「自分のために存在する」
「奉仕＝世のため人のために行うもの「自分以外の人のためのもの」
この矛盾を腑に落ちるような理解をするには、「職業に向かう心と奉仕に向かう心が
一致するもの」と解釈している。
⇒職業を営む心（お金儲けをする心）が、倫理を保ったものであるならば奉仕の心（世のため人のために
尽くす心）と同じではないか。（ｂｙアーサー・フレドリック・シェルドン）
⇒さらに日本では「世のため人のために奉仕する心をもって職業を営むべし」という理論に発展した。

では、どのように活動を行っていくのか？
⇒自らの職業で利益を適正に配分し、職業倫理を高揚し自己研鑽に励み、奉仕活動は個人の立場で行うべき
（職業奉仕派）という考えと、社会的弱者に対する人道的奉仕を実践すべきで、金銭的な援助やＲＣの団体と
しての活動も積極的に行うべき（社会奉仕派）という考えが衝突した。
⇒争うのは避けましょうという結論（２３－３４決議）

職業奉仕実践例
例会で各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学び合う。
高潔さを重んじて仕事に取組み、言動と通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す。

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：毛利定夫親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「それでこそロータリー」

出席報告 ３月 ９日 出席委員会

会員：４９名（うち免除会員１名）
ゲスト：半田裕一様（卓話者）・ビッシェル友樹様（例会見学）
合計：５１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： ６６％

修正出席率
２月１６日 ８０％
２月平均 ８０％



あとがき ： つい先日まで冬の分厚いコートを着ていたのに、今は少し歩くと汗ばむような気温になって、なかなか身体と
服装の調整が追い付いていきません・・・。東京では、もう桜が咲いたようですね。今年は４年ぶりにマスク無しのお花見
が出来そうですね。 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２３日（木）卓話予定

「地下鉄七隈線延伸と

まちづくり」

福岡大学 工学部

社会デザイン工学科

教授 辰巳 浩 様

３月３０日（木） 休会

４月 ６日（木） 歴代会長懇談会 １８：３０ 中国料理「鴻臚」

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
福岡南 ３月３０日（木） １８：００ お花見夜間例会
福岡城東 ４月 １日（土） 花見例会
福岡平成 ４月 ３日（月） １２：３０ 例会場変更（西鉄グランドホテル）
宗像 ４月 ５日（水） １９：００ 花見例会 楠水閣
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
福岡 ４月１９日（水） １７：００
宗像 ４月１９日（水） １２：００ 職場訪問 宗像大社

[例会休会（メーキャップ不可）]

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・福岡イブニング
３月２２日（水） 宗像
４月２４日（月） 福岡イブニング
４月２６日（水） 宗像

１．米山記念奨学生カウンセラーを石村かよ子会員とする件 ＜承認＞

■持回り理事会議事録■ ２０２３年 ３月 ９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

～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！

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 ：
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