
福岡東南ロータリークラブ

週報

会 長

副会長

幹 事

創創創創 立立立立 ／／／／ 昭和 ４５年 ２月 ６日

事事事事 務務務務 所所所所 ／／／／ 福岡市博多区博多駅東２丁目１の１博多都ホテル内

ＴＥＬ ０９２（４７２）３３７７ ＦＡＸ ０９２（４７２）３３８２

Ｅ－ｍａｉｌ：ftonanrc@tempo.ocn.ne.jp

HP : http//:fukuoka-serc.org

例例例例 会会会会 場場場場 ／／／／ 博多都ホテル ＴＥＬ ４４１－３１１１

例例例例 会会会会 日日日日 ／／／／ 毎週金曜日 １２：３０

２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長２０１３～２０１４年度国際ロータリー会長

ロンＤ．バートンロンＤ．バートンロンＤ．バートンロンＤ．バートン

今

月

の

行

事

四

つ

の

テ

ス

ト

１．真実真実真実真実かどうか

２．みんなに公平公平公平公平か

３．好意好意好意好意と友情友情友情友情を深めるか

４．みんなのためになるかためになるかためになるかためになるか

どうか

浅浅浅浅 野野野野 秀秀秀秀 樹樹樹樹

仲仲仲仲 島島島島 英英英英 二二二二

宮宮宮宮 野野野野 祐祐祐祐 輔輔輔輔

ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を
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平成２５年１０月２５日平成２５年１０月２５日平成２５年１０月２５日平成２５年１０月２５日 No．１６．１６．１６．１６

■■■■本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム

●ロータリーソング（２７００のマーチ）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●卓話

「イニシエーション・スピーチ」

会員 丸山文夫君

■■■■次回卓話（１１月１日）予定次回卓話（１１月１日）予定次回卓話（１１月１日）予定次回卓話（１１月１日）予定

「強権・保守色強める習近平政権」

元西日本新聞取締役

九州日中平和友好会

会長 鹿毛 隆郎様

■■■■前回例会の記録（１０月１８日）前回例会の記録（１０月１８日）前回例会の記録（１０月１８日）前回例会の記録（１０月１８日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 １０月１８日１０月１８日１０月１８日１０月１８日 前前前前 々々々々 回回回回 １０月４日１０月４日１０月４日１０月４日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） １２名

出席会員数 ３５名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ４８名

出 席 率 ７１．２１％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中） ８名

出席会員数 ３５名

メークアップ １９名

欠席会員数 ０名

合 計 ６２名

修正出席率 １００％

●小さい秋みつけた / 中田喜直
●追 憶

●フニクリ・フニクラ / イタリア民謡
●カッチーニのアヴェ・マリア

●乾 杯 / 長渕 剛

職業奉仕月間・米山記念月間職業奉仕月間・米山記念月間職業奉仕月間・米山記念月間職業奉仕月間・米山記念月間

２日（水）地区大会事務所開き

１１時：祇園ＮＫビル５階

４日（金）定例理事会

１１日（金）誕生祝

ピ
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ノ

演

奏

曲

◇会長報告◇会長報告◇会長報告◇会長報告

○市内の本屋で日記やカレンダーが一斉に売り出されまし

た。先日本屋で売り場にいたら８０歳くらいのご婦人が逡

巡しながらも１０年連用の日記を買い求めていました。思

わず拍手したくなりました。実は私も日記をつけていて１０

年連用のものが４冊目になりました。

○まだ会長になって一度も自己紹介をしてなかったので今

日はそれをやります。私はまもなく６４歳で、生まれは福岡

市の地行西町という、今は鳥飼八幡からドームに向かう道

路の下になっている所です。当任小、当任中、修猷館、中

央大学に進みました。卒業の翌年司法試験に合格して裁

判官になりました。以来裁判官生活を１８年、弁護士を１８

年務めています。家族は娘３人で、５年前に結婚した次女

に初孫ができました。長女は結婚７年でなかなか子供が出

来なかったんですが先月子供を授かりました。三女は大阪

の動物病院に獣医として勤務しています。私の湯川秀樹

博士から頂戴しました。最初は違う名前でしたが昭和２４

年９月湯川博士がノーベル賞をもらうことになり急遽秀樹

になりました。奇しくも私の生まれた１０月２１日はノーベル

の誕生日と重なっています。趣味はテニス、４０年くらい

やっています。ゴルフは１０年くらい、週一回レッスンも受け

ています。それから私の人生を変えた出来事を話します。

失敗談ですが高校受験に失敗しもう一回受験することにし

ました。が、父親と喧嘩になったため予備校もいかず独学

するはめになりました。しまったと後で思いましたが一人で

するのは難しいです。一日暇で昼寝して夜はラジオをきい

ていましたがこれではダメだと思い計画を立てました。毎日

のスケジュールを決めてやっていくようになりました。日記

の習慣もこのころからです。この１年間で人生が変わった

なと思いましたし感情のおもむくままにすると大変な結果に

なる事がわかり、その後の人生でも少し用心するようにな

りました。

○私は６６歳という年齢にジンクスがあります。祖父が６６

歳で亡くなり、父も６７を目前にしながらで同じ６６歳で亡く

なりました。私が６７歳の誕生日を迎えたら皆さんに盛大に

奢ります。

（会長が無事６７歳の誕生日を迎えられることを心より祈念

いたします）



他ロータリークラブへメーキャップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やSAAの一言前もってお断
りするのがエチケットです。ご協力ください。

クラブ会報委員会 委員長 土井通誉：副委員長 本山茂夫：委員穐好幸男：山内良輝

◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告

○第一回ロータリー楽友会福岡ＣＯＮＣＥＲＴが１０月２６日

（土）に西南学院コミュニティセンターホールで開かれます。

開場１３時３０分、開演１４時です。チケット５枚預かっていま

す。どうぞご参加ください。

○１１月１日（金）定例理事会を開催しますので理事会構成

員は出席ください。

○１１月５日（火）１８時３０分より博多都ホテルでイタリアワ

インの新酒を飲む会が開かれます。是非ご参加ください。

回覧中の出欠表に出欠をご記入下さい。

◇地区大会事務局報告◇地区大会事務局報告◇地区大会事務局報告◇地区大会事務局報告

○本日１８日（金）１４時から地区大会事務局で地区大会責

任者会議を行います。案内をさしあげている方は出席してく

ださい。なお、先週の例会で地区大会事務局開設のお知ら

せを週報袋に入れていますのでご確認下さい。住所、電話

番号も記載していますのでお立ち寄りください。

○地区大会実行委員会並びに職務分担表を本日の週報袋

に入れています。それぞれご自分がどの委員会に所属して

いるか確認してください。

総務渉外の三笠会員が病気療養のため、また大会行事の

一村会員が会社の事情で迷惑をかけるということで、総務

渉外委員長に濱野良彦会員、大会行事委員長に中島正勝

会員とそれぞれ変更いたしました。その他にも変更がありま

すのでご確認ください。

<例会運営委員会例会運営委員会例会運営委員会例会運営委員会>

【【【【スマイル箱スマイル箱スマイル箱スマイル箱】】】】 ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

浅野 秀樹君 先週２歳の孫の運動会に行ってきました。

１０走でゴール直前直立不動になりビリ

でした。

長谷川 裕一君 只、感謝！

長谷川 裕一君 誕生祝ありがとう

福迫 隆君 地区大会事務局が開設されました。

皆さんで活用してください。

松尾 新吾君 メークアップが続きました。

田中 浩君、前田 嘉秋君、財満 寛君

早退します。

累計 ２９６，０００円 達成率 ２２．８％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 １６，０００円

卓 話

「職業奉仕月間にちなんで」「職業奉仕月間にちなんで」「職業奉仕月間にちなんで」「職業奉仕月間にちなんで」

会員会員会員会員 安東安東安東安東 清美君清美君清美君清美君

≪全分野の職業人を対象とするロータリー倫理訓≫

第九条・・社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否定す

るような機会を不正に利用することによって、非合法的ま

たは非道徳的な個人的成功を確保することを考えてはな

らない。物質的成功を達成するために、他の人たちが道

徳的に疑わしいという理由から採らないような、有利な機

会を利用しないこと。

第十条・・私は人間社会の他の人以上に、同僚であるロ

ータリアンに義務を負うべきではない。ロータリーの神髄

は競争ではなくて協力にあるからである。ロータリーのよう

な機関は、決して狭い視野を持ってはならず、人権はロー

タリー・クラブのみに限定されるものではなく、人類そのも

のとして深く広く存在するものであることを、ロータリアン

は断言する。さらに、ロータリーは、これらの高い目標に

向かって、すべての人やすべての組織を教育するために

、存在するものである。

第十一条・・最後に、「すべての人にせられんと思うことは

、他の人にもその通りにせよ」という黄金律の普遍性を信

じ、我々は、すべての人にこの地球上の天然資源が機会

均等に分け与えられた時に、社会が最もよく保たれること

を主張するものである。

さて、この「倫理訓」は長いことRI細則16条に掲げられて
いましたが、実はこの間これに反対する意見がしばしば

大会に提出され議論の的となりました。その理由は、

この「倫理訓」の表現があまりにも崇高すぎて、各RCの意
見が合致しなかったためで、RIは大会毎にその表現問題
で討論されるのに疲れ果て、1980年の細則からこの「倫
理訓」を削除してしまいました。しかし、「倫理訓」が細則か

ら削除されたのはその考え方が否定されたのではないの

であって、ここを誤解しないことが大事でしょう。 その証

拠に1933年には、《ロータリアン間の取引関係》としてRI
理事会が次のような倫理的決定をしていますが、その考

え方は2004年要覧に記載されていました。ところが、これ
も2007年要覧では削除されました。「倫理訓」も《ロータリ
アン間の取引関係》も共に《ロータリアンの職業宣言》(要
覧p109～110)の内容と概ね一致するものと考え、省いた
ものと推測します。

ロータリー小逕を読む


