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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２６年１月１７日平成２６年１月１７日平成２６年１月１７日平成２６年１月１７日 No．２５．２５．２５．２５

■■■■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（それでこそロータリー）

●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

「九響ビジョンについて」

公益財団法人 九州交響楽団

専務理事 末次 誠様

■■■■次回卓話（１月２４日）予定次回卓話（１月２４日）予定次回卓話（１月２４日）予定次回卓話（１月２４日）予定

「ＢＩＺＣＯＬＩの挑戦」

九州経済調査協会

事業開発部長 兼 ＢＩＺＣＯＬＩ館長

八尋 和郎様

■■■■前回例会の記録（１月１０日）前回例会の記録（１月１０日）前回例会の記録（１月１０日）前回例会の記録（１月１０日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 １月１０日１月１０日１月１０日１月１０日 前前前前 々々々々 回回回回 １２月１３日１２月１３日１２月１３日１２月１３日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） １２名

出席会員数 ３７名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー ２名

合 計 ５３名

出 席 率 ７４．２４％

会員総数 ７１名

免除会員数(1８名中）１２名

出席会員数 ４５名

メークアップ ８名

欠席会員数 ０名

合 計 ６５名

修正出席率 １００％

●白い恋人達 / Ｆ．レイ

●雪が降る / Ｓ．アダモ

●白 鳥 / サン・サーンス

●聞かせる愛の言葉を

●ペチカ / 山田耕筰

ロータリー理解推進月間ロータリー理解推進月間ロータリー理解推進月間ロータリー理解推進月間

３日（金）「休会」祝日につき

１０日（金）誕生祝

定例理事会（例会終了後）

２４日（金）「クラブ協議会」（例会終了後）

（追悼記念週間 １月２７日を含む１週間）

ピ
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◇会長報告◇会長報告◇会長報告◇会長報告

○明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致しま

す。年末の忘年会では、佐々木さんをはじめ親睦委員の方々

ご苦労様でした。実は、密かに優勝を狙っていたのですが、

矢頭さんの歌唱力に圧倒され、準優勝に終わりました。

しかし、妻が欲しがっていた優勝賞品の「ルンバ」を矢頭さんか

ら譲っていただき、名より実を取らしていただきました。

矢頭さんに感謝致します。

○今年の私の年頭の目標は、「節酒」です。昨年末、大酒を飲

んで転倒し、顔中に怪我をしたことが原因で、妻が仏壇に飾っ

ていた血だらけの顔写真を取り払うことが交換条件になりまし

た。４月の地区大会で顔中絆創膏だらけの会長が壇上に上が

るようでは、他クラブのひんしゅくを買うので、テーブル会などで

の皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

○昨年末の１２月２６日、安倍首相の靖国参拝のニュースには

驚きました。直前まで菅官房長官にも知らせていなかったという

話です。記者会見で、菅官房長官は「止めれずに残念。」と述

べました。そして、翌日、安倍首相は「私の決断と責任において

決行した。」と胸を張って述べました。

中曽根首相の靖国参拝の時は、事前に藤波官房長官を中心

に「根回し」「利害調整」が行われましたが、結局、「陰祓い」など

という、誰が考えてもおかしな参拝方法となってしまいました。

私は、こんな重大な案件を安倍首相の女房役である菅官房長

官が本当に知らなかったなどとは、到底思えません。

○「下衆の勘ぐり」と言われかねませんが、この「首相の暴走」

というストーリーで一番助かったのは、菅官房長官本人と首相

の靖国参拝に反対している政党の代表者ではないかと思いま

す。仮に、何ヶ月も前から首相から相談を持ちかけられながら、

それを制止できなかったとなれば、彼らの責任は重大で、その

政治生命さえ危うくなりかねません。「予算の割り振り」のような

金銭で解決できる問題なら、比較的利害調整が可能なので、

「根回し」という手法に適していると思いますが、本件のような宗

教に関する問題は、利害調整自体が不可能な場合が多いので、

「根回し」を命ぜられた人間を消耗させる結果となります。

大切な側近達を「板挟み」の状況に追いやる結果となり、結局

は彼らを失うことにもなりかねません。その意味で、今回の安倍

首相の対応は、このような問題に対処するリーダーとしてのひ

とつの範を示したもので、大いに参考となるものと思われます。

○米山記念奨学生ヨ・ジウォンさんに奨学金をお渡しします。



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

卓 話

◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告

○本日例会終了後、定例理事会を開催致します。理事会構成

員はご出席下さい。

○ １月２４日(金）例会終了後、クラブ協議会を開催します。
○ ３月８日（土）１３時より国際会議場にて、第４グループイン

ターシティミーティング（ＩＭ）が開催されます。出席義務者は

以下の通りです。なお、委員長欠席の場合は代理出席をお願

い致します。会長、幹事、会員増強委員長、ロータリー情報委

員長、職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、青少年奉仕委員長、

国際奉仕委員長、入会１年以内の会員及び入会後３年以内で

ＩＭ未参加の方。該当者には案内状を配布しています。

○ＲＩ２７００地区大会が４月１２日（土）、１３日（日）国際会議場

にて開催されます。リーフレットを配布いたします。

○今月中旬に「ロータリーの友１月号」の電子版が配信されま

す。www.rotary-no-tomo.jpにアクセス後、ＩＤにrotary
パスワードにもｒｏｔａｒｙと入力して下さい。

○本年度下期の会費をご請求しますので宜しくお願い致しま

す。

○事務局の手島さんのお父様（９５歳）が７日に亡くなられまし

た。本日お昼から葬儀です。クラブから弔電を送りました。

◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告

＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞＜親睦委員会＞

○昨年の忘年家族懇親会は、皆様のご協力のおかげで楽し

い会となりました。有難うございました。

○１月の誕生祝い。おめでとうございます。

５日 鑓水 恭史君、 ６日 田中 弘通君、１３日 井上 正君

１５日 松尾幸靜君、１６日 土井通誉君、３１日 渋田 誠一君

＜ロータリー財団委員会＞＜ロータリー財団委員会＞＜ロータリー財団委員会＞＜ロータリー財団委員会＞

２０１２年９月から１年間、ロータリー財団国際親善奨学生とし

てベルギーのナミュール大学に留学していた大浜聖香子さん

が帰国しています。大学では人文学部歴史学科博士課程に

在籍し有意義な研究ができたことについて、詳しいレポートを

受け取っています。ホストクラブでは福岡の魅力を写真を用い

てアピールしたということです。東南のバナーを交換した際の

写真も頂きました。帰国後体調を崩していますが回復次第、

お礼とご報告にいらっしゃるということです。

＜米山記念奨学委員会＞＜米山記念奨学委員会＞＜米山記念奨学委員会＞＜米山記念奨学委員会＞

○福迫隆会員に米山功労者の感謝状を会長よりお渡しします。

＜社会奉仕委員会＞＜社会奉仕委員会＞＜社会奉仕委員会＞＜社会奉仕委員会＞

○１月２５日１３時３０分から「乙金病院くすの郷」にてハーモニ

カフレンズの慰問演奏会が開催されます。奮ってご参加下さい。

＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞＜ローターアクト委員会＞

○３月２日博多駅マイング広場にてバザーを開催いたします。

賞品のご提供をお願い致します。例会にお持ちいただくか、

ご連絡いただければ受取に参りますので宜しくお願い致します。

＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞

【【【【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！

（１２月１３日分）（１２月１３日分）（１２月１３日分）（１２月１３日分）

新納新納新納新納 洋君洋君洋君洋君 誕生祝いありがとう。

（１月１０日分）（１月１０日分）（１月１０日分）（１月１０日分）

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 年末の家族懇親会の歌合戦で準優勝しま

した。矢頭さん、ルンバを譲って頂き有難う

ございました。

「第２７００地区「第２７００地区「第２７００地区「第２７００地区 地区大会について」地区大会について」地区大会について」地区大会について」

ＲＩ第２７００地区大会

実行委員長 福迫 隆君

福迫福迫福迫福迫 隆君隆君隆君隆君 明けましておめでとうございます。

本年は４月に地区大会が開催されます。

ご協力をお願いします。

宮野宮野宮野宮野 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 明けましておめでとうございます。

家族懇親会、楽しく過ごさせて頂きました。

懇親委員の皆様、お疲れ様でした。

尚、宝くじは大枚３００円が当たりましたので、

思い切って全額スマイルに入れます。

徳永さん、磯本さん、有難うございました。

良いお正月になりました。

仲島仲島仲島仲島 英二君英二君英二君英二君 明けましておめでとうございます。正月は、

ニューヨークのセントパトリック教会で新年を

迎えました。今年は特に宜しくお願い申し上

げます。 シルバー川柳を一つ。

驚いた、惚（ほ）れる惚（ぼ）けるは同じ文字。

田中田中田中田中 雄二君雄二君雄二君雄二君 徳永さん、有難うございました。

矢頭美世子君矢頭美世子君矢頭美世子君矢頭美世子君 濱野さん、先日は大変お世話になりました。

ビブリオキッズにやずや保育園メンバーは

良く行き、楽しそうに帰ってきます。

ビブリオは、夢があって良いですね。

磯本磯本磯本磯本 昌章君昌章君昌章君昌章君 家族忘年会では矢頭さんの美声で優勝しま

した。頂いたお食事券は娘に取られました。

清原清原清原清原 一貴君一貴君一貴君一貴君 明けましておめでとうございます。

沢山の賀状、有難うございました。

松尾松尾松尾松尾 幸靜君幸靜君幸靜君幸靜君 新年早々おじいちゃんになりました。

松尾松尾松尾松尾 幸靜君、鑓水幸靜君、鑓水幸靜君、鑓水幸靜君、鑓水 恭史君、田中恭史君、田中恭史君、田中恭史君、田中 弘通君、渋田弘通君、渋田弘通君、渋田弘通君、渋田 誠一君誠一君誠一君誠一君

土井土井土井土井 通誉君通誉君通誉君通誉君 誕生祝いありがとう

宮野宮野宮野宮野 祐輔君、田中祐輔君、田中祐輔君、田中祐輔君、田中 雄二君雄二君雄二君雄二君 石川石川石川石川 哲也君、田中哲也君、田中哲也君、田中哲也君、田中 里美君里美君里美君里美君

清原清原清原清原 一貴君、磯本一貴君、磯本一貴君、磯本一貴君、磯本 昌章君、竹内昌章君、竹内昌章君、竹内昌章君、竹内 國廣君、白水國廣君、白水國廣君、白水國廣君、白水 和博君和博君和博君和博君

一村一村一村一村 正二君、本山正二君、本山正二君、本山正二君、本山 茂夫君、高本茂夫君、高本茂夫君、高本茂夫君、高本 佳一君、田村佳一君、田村佳一君、田村佳一君、田村 昭典君昭典君昭典君昭典君

百武百武百武百武 恒生君、矢頭美世子君、土井恒生君、矢頭美世子君、土井恒生君、矢頭美世子君、土井恒生君、矢頭美世子君、土井 通誉君、渋田通誉君、渋田通誉君、渋田通誉君、渋田 誠一君誠一君誠一君誠一君

丸山丸山丸山丸山 文夫君、小松文夫君、小松文夫君、小松文夫君、小松 裕君、鬼山裕君、鬼山裕君、鬼山裕君、鬼山 愛邦君愛邦君愛邦君愛邦君

写真有難う

累計 ５２９，０００円 達成率 ４０．６％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ６４，０００円

○来週から２月末まで他クラブを回って大会参加の要請をいたし

ますが、担当者の調整を松尾事務局長にお願いしています。

皆様にもご多忙とは存じますがクラブ訪問の担当となられましたら

是非お引き受け下さいますようお願い致します。

○４月１１日のゴルフ大会はホストクラブとして花を添えるという

意味で多数ご参加ください。


