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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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■■■■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

「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

■■■■次回卓話（１月３１日）予定次回卓話（１月３１日）予定次回卓話（１月３１日）予定次回卓話（１月３１日）予定

「国境を越えた福岡の情報発信」

有限会社フクオカ・ナウ

代表取締役 （CEO/編集長）
ニック・サーズ様

■■■■前回例会の記録（１月１７日）前回例会の記録（１月１７日）前回例会の記録（１月１７日）前回例会の記録（１月１７日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 １月１７日１月１７日１月１７日１月１７日 前前前前 々々々々 回回回回 １２月２０日１２月２０日１２月２０日１２月２０日

会員総数 ７１名

免除会員数（１７名中） １１名

出席会員数 ４２名

ゲ ス ト ４名

ビ ジ タ ー ４名

合 計 ６１名

出 席 率 ８０．３０％

会員総数 ７１名

免除会員数(１８名中） ７名

出席会員数 ３３名

メークアップ １９名

欠席会員数 １名

合 計 ６０名

修正出席率 ９８．３３％

●雪の降る街を / 中田喜直

●冬のソナタより / オ・ソクジョン

●赤いサラファン / ロシア民謡

●乙女の祈り/ バダジェフスカ

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）
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◇会長報告◇会長報告◇会長報告◇会長報告

○靖国裁判シリーズ第４回目です。本日は、多くの反対

勢力がある中で、「中曽根首相は、何故、靖国神社参拝

を強行したのか？」というお話をします。

○彼は、群馬県高崎の出身ですが、高崎中学・静岡高

校を経て、東大法学部に入学しました。東大を優秀な成

績で卒業し、内務官僚となりました。その後、軍部の勢

力が強まる情勢になると、自ら志願して、海軍経理学校

に入学し、卒業後、海軍中尉となって、広島県呉市の連

合艦隊第一艦隊に配属されました。

○そこで、海軍士官としての訓練を受けた後、司令官か

ら、「２０００人の兵隊を率いて、フィリピンのミンダナオ

島のダバオにある空港とボルネオ島のバリクパパンに

ある石油基地を奪って占拠しろ。」という密命を受けまし

た。ところが、彼が乗船した輸送船に乗っていた兵隊は、

陸軍が送り込んだ前科者ばかりでした。

○「敵前上陸」という、極めて困難な戦闘を兵隊に知ら

せるだけでも暴動が起きかねない状況に際し、彼は、

「古田」という前科八犯の屈強な男を班長に任命し、兵

隊達を統率させることに成功しました。

○部下の兵隊達には、「祖国や親に迷惑ばかりかけて

今日に至っているお前達だが、死ぬ前に１回くらい親孝

行して、祖国のために一緒に戦え。靖国で会おう。」と言

って説得したそうです。当時、前戦で戦う日本兵の別れ

の挨拶は、「靖国で会おう。」というひと言だけだったそう

です。古田らの協力もあって、輸送船内での暴動もなく、

ダバオ攻略に挑みました。そして、相手が油断していた

こともあって、見事、上陸作戦に成功し、空港を奪取しま

した。

○ところが、次の目標であるバリクパパン占領作戦では、

とんでもないひどい目に遭います。では、次回もお楽し

みに・・・。



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 ： 鬼倉潔

累計 ５５２，０００円 達成率 ４２.５％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ２３，０００円

◇幹事報告（宮野幹事）◇幹事報告（宮野幹事）◇幹事報告（宮野幹事）◇幹事報告（宮野幹事）

○クラブ会報委員会と広報・雑誌委員会を統合し、会

報・広報委員会になりました。この委員会再編に伴い、

2013～2014年度各委員会一覧表を全員に配布してお

ります。

○下期会費の請求書を発送しておりますので、 1月

31日までにお支払ください。

○1月24日(金)の例会終了後、クラブ協議会を開催し

ます。出欠のお返事が未提出の委員会は至急お知ら

せください。

○2月16日(日)午前10時に、穴井ガバナーの発案によ

り、博多駅から冷泉公園まで清掃活動がありますが、

当クラブでは各自任意参加の取扱いになりました。

○3月8日(土)午後1時より福岡国際会議場で第4グル

ープインターシティミーティング（ＩＭ）が開かれます。

出席義務者は1月24日(金)までに出欠をお知らせくだ

さい。委員長欠席の場合代理出席をお願いします。

○4月12日(土)、13日(日)福岡国際会議場でＲＩ第2700

地区の地区大会が開かれます。当クラブがホストクラ

ブですので、当クラブの会員は全員参加登録します。

当日も、地区大会用ジャンパーを着て、全員参加を重

ねてお願いします。

＜会報・広報委員会＞＜会報・広報委員会＞＜会報・広報委員会＞＜会報・広報委員会＞((((土井委員長土井委員長土井委員長土井委員長))))

○今年から、委員会再編により、広報・会報委員会が

発足しました。

○他クラブでは、個性のある会報を発行していると聞い

ています。メークアップした時や、クラブ訪問した時に頂

いた各クラブの会報誌を参考資料として会報・広報委

員会に提出してください。

○当クラブの会報誌へのご要望がありましたら、遠慮

なくお申出ください。

卓 話

「九響ビジョンについて」「九響ビジョンについて」「九響ビジョンについて」「九響ビジョンについて」

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人 九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団

専務理事専務理事専務理事専務理事 末次末次末次末次 誠誠誠誠 様様様様

○昨年６月に創立６０周年を迎えた九響では、①

コンサート活動、②地域社会貢献活動、③次世代

教育活動を３本柱とする「九響ビジョン」を策定し

たそうです。

○卓話の中で、松尾新吾会員が九州電力熊本支

店長時代に熊本県の広報誌に寄せられたエッセ

イが紹介されました。

○九響への支援の要請がありました。例えば、最

小ユニットの弦楽四重奏は３０万円から演奏を承

るそうです。
＜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＞((((片山委員片山委員片山委員片山委員))))

【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す！ありがとうございます！ありがとうございます！ありがとうございます！

田中田中田中田中 啓介様啓介様啓介様啓介様 本日はメークアップ大変お世話になります。

（徳山東ＲＣ（徳山東ＲＣ（徳山東ＲＣ（徳山東ＲＣ))))

井上正君、江口秀人君井上正君、江口秀人君井上正君、江口秀人君井上正君、江口秀人君

誕生祝いありがとう。

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 徳永さんチケットありがとうございました。

いっしょに行った「お嬢ちゃん」がとても

喜んでいました。

濱野濱野濱野濱野 良彦君良彦君良彦君良彦君 浅野会長、仲島副会長、昨日はありが

とうございました。

清原清原清原清原 一貴君一貴君一貴君一貴君 佐々木さん、先日は家内が大変お世話

になりました。

松藤松藤松藤松藤 浩君浩君浩君浩君 賀状ありがとうございました。本年もよろしく

前田前田前田前田 嘉秋君、毛利嘉秋君、毛利嘉秋君、毛利嘉秋君、毛利 泰介君、松藤泰介君、松藤泰介君、松藤泰介君、松藤 浩君、平田浩君、平田浩君、平田浩君、平田 文夫君、文夫君、文夫君、文夫君、

中村中村中村中村 勇治君、池内比呂子君、西原孝四郎君、北井勇治君、池内比呂子君、西原孝四郎君、北井勇治君、池内比呂子君、西原孝四郎君、北井勇治君、池内比呂子君、西原孝四郎君、北井 敦君敦君敦君敦君

写真ありがとう

毛利毛利毛利毛利 泰介君泰介君泰介君泰介君 メークアップが続きました。

石川石川石川石川 哲也君哲也君哲也君哲也君 早退します。


