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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
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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３１日平成２６年１月３１日平成２６年１月３１日平成２６年１月３１日 No．２７．２７．２７．２７

■■■■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（我等の生業）

●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

「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

■■■■次回卓話（２月７日）予定次回卓話（２月７日）予定次回卓話（２月７日）予定次回卓話（２月７日）予定

「福岡東南ロータリークラブ創立記念に因んで」

会員 中村 次郎君

■■■■前回例会の記録（１月２４日）前回例会の記録（１月２４日）前回例会の記録（１月２４日）前回例会の記録（１月２４日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 １月２４日１月２４日１月２４日１月２４日 前前前前 々々々々 回回回回 １月１０日１月１０日１月１０日１月１０日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） ９名

出席会員数 ４０名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー ２名

合 計 ５３名

出 席 率 ７７．７８％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中）１２名

出席会員数 ３７名

メークアップ １４名

欠席会員数 ３名

合 計 ６６名

修正出席率 ９５．４５％

● ２つのギター / ロシア民謡
●誰も寝てはならぬ / プッチーニ
●アニー・ローリー / スコットランド民謡
●赤いハンカチ / 上原賢六
●いちご白書をもう１度 / 荒井由実

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

○今週から地区大会参加のお願いに他クラブ訪問の旅に

でることになりました。
火曜日に門司クラブへ、昨日、豊前クラブにお願いに行って
きました。会長に就任してから、他クラブでのメークアップを
する必要も無かったので、久しぶりに他クラブ訪問でした。
食事の時間や歌う歌の違い、進行の仕方など、東南の運営
態様に慣れきっている私にとって、まるで別世界を見るようで
貴重な体験でした。

○講談「靖国シリーズ」前回の続きです。

中曽根新米中尉は、前科８犯の「古田」という強力な部下にも
恵まれたお陰で、ダバオを陥落させて、空港を奪取することに
成功しました。
しかし、次のバリクパパン攻略は、敵が徹底的な防備態勢を
整えていたことから困難を極めました。
陸上からの砲撃のみならず、巡洋艦からの砲撃や潜水艦
からの魚雷攻撃、爆撃機からの攻撃が加えられたにもかか
わらず、無事、敵前上陸を果たし、石油基地を奪取しました。

○その際、彼が乗っていた輸送船の後尾に巡洋艦からの

砲撃弾が命中し、今から上陸しようと待機していた兵隊達が
いた船倉で破裂しました。
彼が、階段を降りていくと、足が皮一枚でようやく繋がって
いた古田班長に出会い、「隊長、すまねえ。」と言いながら
彼の目の前で息を引き取りました。
彼は、古田をはじめ戦死した者達を海岸で荼毘に付しました。

○ この大激戦で、幸い彼は生き残りましたが、「戦死したら、

靖国で会おう」と誓い合って別れた古田らの彼の部下達との
再会は彼の熱望するところでした。

従って、彼としては、万難を排して、「８月１５日」に、日本国を
代表する「内閣総理大臣」として、彼らとの約束の場所である
靖国神社に行く必要があったと思います。

○次回からは、いよいよ私が眼前で見た裁判の様子をお話
しします。乞う、ご期待です。



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 ： 鬼倉潔

卓 話

累計 ５５８，０００円 達成率 ４２.９％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ６，０００円

◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告

○本日２４日（金）例会終了後、クラブ協議会を開催致します
ので、理事、役員、各委員長は出席下さい。

○ ４月１２日（土）・１３日（日）国際会議場にて開催されるＲＩ第

２７００地区 地区大会は当クラブがホストクラブですので全員
参加をお願い致します。

申込一覧を回覧致しますので出欠をご記入下さい。

尚、４月１１日の例会は地区大会リハーサルの為、例会が国際
会議場に変更になりますのでお知らせ致します。
（後日、案内状を送信致します。）

◇地区大会報告◇地区大会報告◇地区大会報告◇地区大会報告

＜事務局＞＜事務局＞＜事務局＞＜事務局＞

○今月から他クラブに地区大会のご案内をして頂いていま
す。事務局で担当を決めさせてもらいましたので、主と副どち
らも都合が悪い場合は地区大会事務局にお知らせください。
○テーブル会をされる際は、各委員会毎のテーブルになって
いますので、委員会毎のテーブル会を開催していただければ
と思っております。

＜総務渉外委員会＞＜総務渉外委員会＞＜総務渉外委員会＞＜総務渉外委員会＞

○たつ美会を再結成し、地区大会で１０００～１５００名をご接
待しようと思っています。その説明会を開催いたします。
２月２８日（金）１５時～１７時に自家製ケーキを用意して、奥様
やアクトの皆さんと一つの輪を作り上げたいと思っていますの
で、ご協力をよろしくお願いします。
本日パンフレットを入れておりますので、ご参加よろしくお願い
します。

◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告

＜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＞

○本日バザーのチラシを入れております。バザーの商品を
お願いしたいと思います。出品例をのせておりますので、福田
会長に連絡いただくか、例会時にもってきて頂ければありがた
いです。よろしくお願いします。

＜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！

本山本山本山本山 茂夫君茂夫君茂夫君茂夫君 「３．１１後の世界から私たちの未来を考える
と題した、絵本作家による復興支援の展覧会
の福岡会場を主催する事になりました。今日
チラシを入れていますので、よかったらご覧
下さい。

濱野濱野濱野濱野 良彦君良彦君良彦君良彦君 矢頭さん、ご迷惑をおかけしました。ご指導
ありがとうございます。

財満財満財満財満 寛君寛君寛君寛君 メークアップが続きました。
佐々木健一君佐々木健一君佐々木健一君佐々木健一君 写真有難う。
前田前田前田前田 嘉秋君嘉秋君嘉秋君嘉秋君 、丸山丸山丸山丸山 文夫君文夫君文夫君文夫君

早退します。

「ＢＩＺＣＯＬＩの挑戦」「ＢＩＺＣＯＬＩの挑戦」「ＢＩＺＣＯＬＩの挑戦」「ＢＩＺＣＯＬＩの挑戦」

九州経済調査会九州経済調査会九州経済調査会九州経済調査会

事業開発部長事業開発部長事業開発部長事業開発部長 兼兼兼兼 ＢＩＺＣＯＬＩ館長ＢＩＺＣＯＬＩ館長ＢＩＺＣＯＬＩ館長ＢＩＺＣＯＬＩ館長

八尋八尋八尋八尋 和郎様和郎様和郎様和郎様

■BIZCOLI=Business Communication Library の略です。

■Conceptは「九州における知の集積・交流・創造拠点

知の集積・・・ビジネスに活きる情報を提供する場です。

知の交流・・・意欲的なビジネスパーソンが集い、人脈形

成を促す場です。

知の創造・・・新たなビジネスを育む場です。

■レイアウト

交流ラウンジ・・・打ち合わせや商談などのビジネス利用

に加え、談笑や読書、ソファーでくつろぐ
こともできます。スクリーンやバーカウン
ターを設置しております。

自習室・・・ 夜１０時まで利用が可能です。

ライブラリー・・・入門書から専門書だけにとどまらず、
わかりやすい展示を目指しています。
本だけでなく、その資料として模型なども
一緒に展示しています。
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ハーモニカフレンズ慰問演奏会が、1月25日13時30分
より乙金病院「くすの郷」にて開催されました。浅野慶子先

生によるフルートとの合奏や森好弘先生によるソロの演奏
を含み、全16曲を熱演し、大変喜ばれました。
見元先生、お世話になりました。（土井）


