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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２月１４日平成２６年２月１４日平成２６年２月１４日平成２６年２月１４日 No．２９．２９．２９．２９

■■■■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（四つのテスト）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●誕生祝

●卓話

「掘り下げると そこに次の次元がある」

（限）アルハンブラ

社長 石井 裕様

■■■■次回卓話（２月２１日）予定次回卓話（２月２１日）予定次回卓話（２月２１日）予定次回卓話（２月２１日）予定

「国際奉仕活動について」

ＲＩ第２７００地区世界社会奉仕委員会
委 員 樋口 正隆様

■■■■前回例会の記録（２月７日）前回例会の記録（２月７日）前回例会の記録（２月７日）前回例会の記録（２月７日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ２月７日２月７日２月７日２月７日 前前前前 々々々々 回回回回 １月２４日１月２４日１月２４日１月２４日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） １０名

出席会員数 ４０名

ゲ ス ト ６名

ビ ジ タ ー ５名

合 計 ６１名

出 席 率 ７８．１３％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中） ９名

出席会員数 ４０名

メークアップ １４名

欠席会員数 ０名

合 計 ６３名

修正出席率 １００％

●ハンガリー舞曲 / ブラームス

●マイ・ファニー・バレンタイン

●ＳＡＹ ＹＥＳ / 飛鳥 涼

●エター・ナリー / チャップリン

世界理解月間世界理解月間世界理解月間世界理解月間

６日（木）当クラブ創立記念日（４４年）

７日（金）定例理事会（例会終了後）

１４日（金）誕生祝

２３日（日）「国際ロータリー創立記念日」

「世界理解と平和の日」

２３日～２９日世界理解と平和週間

２８日（金）「地区大会について」１５時

美・フレッチェ

ピ
ア
ノ
演

奏
曲

会長報告会長報告会長報告会長報告

●米山記念奨学生呂 智原さんに奨学金をお渡しします。

●1月半ばから、地区大会のご案内にあちこちのクラブの例
会に出席していますが、今週は水曜日に浮羽ＲＣ、そして昨
日は直方ＲＣにお邪魔しました。

まず、両クラブとも例会会場に驚かされました。
なんと、浮羽ＲＣの会場は葬祭場でした。

係の人が車を誘導してくれたところが導師専用駐車場で、導
師専用入り口から入室させられました。天井の高い広い部屋
で、とても荘厳な雰囲気なので笑ったり冗談を言ったりできな
いような感じでした。

鬼軍曹のようなＳＡＡが大きな声で例会を進行していました。
会長の音頭に従って、皆と一緒に四つのテストを唱和させら
れました。食事はまさに葬式弁当でした。

●他方、直方ＲＣはゴルフクラブのパーティー・ルームで例会
を開いておられました。

ゴルフ場を見ながら、ゴルフ・コンペの後の表彰式のような明
るい雰囲気で進行がなされていました。

会長さんのお話では、夏などは、早朝、ラウンドしてから例会
に参加したり、例会後にラウンドしたりするメンバーが２～３組
はいるそうです。食事はちゃんとしたシェフがいるらしく、美味
しかったです。

私が調べた限りにおいて、「例会場をどのような場所ですべき
か？」という点について、国際ロータリーの規程はないようで
す。そのうち、カラオケボックスやスーパー銭湯を例会場とす
るクラブが出来るかも知れません。

累計 ５７８，０００円 達成率 ４４．４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ８，０００円



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

○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。
○地区大会出欠表を回覧しています。必ずご記入ください。
○ロータリー手帳の申込表を回覧しますのでご記入ください。
○地区大会で着用するブルゾンは発注いたしました。

○２月１４日（金）例会終了後、次期理事会を開催します。
次期理事会構成員はご出席下さい。

○２月２１（金）１４時、地区大会事務局にて、大会責任者会
議を開催します。
○２月２８日（金）１５時、美・フレッチェにてたつ美会の大会協
力について、説明会が開催されます。
返事がまだの方は至急お知らせください。

＜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致します。
商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。

＜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＞

○昨年７月から１２月までに年次寄付をされた方に、確定申
告用寄付金領収書をお渡しします。

＜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！

宮野宮野宮野宮野 祐輔君祐輔君祐輔君祐輔君 竹内さん、先週は幹事代行、有難うございま
した。

諸富諸富諸富諸富 哲雄君哲雄君哲雄君哲雄君 井上さん、2月度の博多座チケット有難う
ございました。

井上井上井上井上 正君正君正君正君 2月16日(日)大濠能楽堂で喜多流教師会の
最後のトリを「シテ」で出演します。
入場無料です。

新納新納新納新納 洋君洋君洋君洋君 早退します。メークアップが続きました。

「福岡東南ロータリークラブ「福岡東南ロータリークラブ「福岡東南ロータリークラブ「福岡東南ロータリークラブ
創立記念日に因んで」創立記念日に因んで」創立記念日に因んで」創立記念日に因んで」

会員会員会員会員 中村次郎君中村次郎君中村次郎君中村次郎君

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

地区大会報告地区大会報告地区大会報告地区大会報告

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告

●当クラブは、１９７０（昭和４５年）２月４日に承認され、創立
総会を２月６日に開催しました。

チャーターメンバー（創立メンバー）で現在も在籍している会
員は堤 克彦さんです。

●さて、東京大学の総長をされた佐々木毅さんは、「学ぶと
はどういうことか」というご本の中で次のように言っておられ
ます。
学びは次の三つに分けられる。

・一つは大学などで研究され、学会などで報告されるアカデ
ミックスタディと呼ばれる学び。

・二つ目は色々な集団の中で、他人の考えや経験を知ると
いう学び。

・三つ目は直接自分自身が体験することによる学びであると
言っています。
この三つの学びを調和させる事が大切だと思います。

●私は当クラブのゴルフ会や絵を描く会、俳句の会、千種会
（ロータリー研修会）、等に参加して色々な事を学びました。

●体験による学びとしては、私が住んでいた近所に歩兵第２
４連隊があり、みじめで悲惨な訓練を受けている兵隊さんた
ちを見ました。
また、博多港から外地へ行く船に乗船させられる間際に脱

走した兵隊を憲兵たちがピストルを持って追いまわすという
場面も見ました。

私がクラブに入った頃は、明治、大正、昭和生まれの会員が
いて、明治生まれは頭が固く、大正生まれは明治に長い間
苛められその気持ちで昭和に牙をむくというところがありまし
た。私達は明治を仰ぎながら、大正と闘いながらクラブ作り
をしてきました。

●昨今ダイバーシティ（多様性）という言葉が良く言われます。

ロータリーにはいろんな価値観を持つ人がいますが、お互い
心を開き語り合うことを通して道を拓いていくことがロータ
リーの精神であると思います。

大会事務局は２月から４月まで二人体制となりました。

株式会社シー・アール・シーより派遣された、江川明彦
さんと西田千津子さんにお手伝い頂いております。


