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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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2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

平成２６年５月３０日平成２６年５月３０日平成２６年５月３０日平成２６年５月３０日 No．４２．４２．４２．４２

■■■■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

「超高齢・多死社会に向き合う日本の医療界」
～専門性に関わらず求められる“総合的な診療

能力とジェネラルマインドの醸成～

㈱薫陶塾
代表取締役社長 黒岩 かをる様

■■■■次回卓話（６月６日）予定次回卓話（６月６日）予定次回卓話（６月６日）予定次回卓話（６月６日）予定

「イニシエーション・スピーチ」

会員 川崎 勝彦君
（スターフーィルド㈱代表取締役）

■■■■前回例会の記録（５月２３日）前回例会の記録（５月２３日）前回例会の記録（５月２３日）前回例会の記録（５月２３日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 ５月２３日５月２３日５月２３日５月２３日 前前前前 々々々々 回回回回 ５月９日５月９日５月９日５月９日

会員総数 ７３名

免除会員数（1８名中） １２名

出席会員数 ４２名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ３名

合 計 ５７名

出 席 率 ８０．６０％

会員総数 ７３名

免除会員数(1７名中）１４名

出席会員数 ４５名

メークアップ １４名

欠席会員数 １名

合 計 ７０名

修正出席率 ９８．５７％

● この道 / 山田耕筰

●アランブラ宮殿の思い出 / タレガ

●真夜中のギター / 千賀かほる

●遥かなる影 / バカラック

２日（金）「休会」定款第６条第１節Ｃにより

９日（金）定例理事会：例会終了後

「地区大会打上げ」

１８時３０分：３階孔雀の間

１０日（土）「地区研修・協議会」１３時

アクロス福岡

１６日（金）誕生祝

「次期クラブ協議会」

例会終了後：３階王朝の間
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● 「１週間のご無沙汰でした。」という幕開けの「名せりふ」を
知らない会員がおられるのには驚きました。私が考えたので
はありません。

●来週とその次の週はお休みします。シドニーでの世界大

会に出席します。たまたま二女一家が居ますので、孫の顔が
見れるのが楽しみです。

●故森野さんの息子さんに手紙を出して、地区大会の打ち

上げに１００万円を使ったことを報告していましたら、昨日返
事が来ました。「３０年前、父が会長だった時に地区大会のホ
スト役だったので、今回の地区大会の打ち上げに使っていた
だいて、本当に父も喜んでいるだろう。」と書かれていました。
そこで、今度我がクラブが地区大会のホスト役をした際には、
故森野さんに習って、私がその打ち上げの費用を負担します
ので、みなさん、しっかり覚えていて下さい。

●靖国裁判で問題となった「政教分離」についてお話ししま

す。昭和５２年に津地鎮祭判決というのが最高裁で出されて
から、世の中が大きく変わったような気がします。この判決は、
地鎮祭に公金を出したのが、憲法で定める「政教分離」に違
反するかどうか争われました。判決では、この程度の地鎮祭
では、「『宗教的行事』というより『習俗的行事』であるとして、
違法ではない。」としました。しかし、この宗教と習俗の区別の
判定は難しいものです。

● その頃、最高裁から各地の裁判所に対して、「宗教的行事

と疑われるような行事に公金を使ってはならない」という指示
が出されたようです。当時、長崎の裁判所に勤務していまし
た。 それまでは、裁判所の玄関前で「おくんち」の踊りが見物

できたのに、お金を出さなくなったせいで翌年から踊り手たち
が来なくなりました。この影響は、あっという間に他の官公庁
にも広がり、とうとう、官庁街には「おくんち」の踊り手が全く来
なくなりました。恐らく、博多の山笠なども同じ問題が生じます
ので、被告になりたくない自治体の長は、公金支出に消極的
になったものと思います。

●昔は、「政教分離」は、「弓削の道鏡のような悪い宗教家や
宗教団体から政治を守り、ひいては国民を守るためにある。」

会長報告会長報告会長報告会長報告



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 ８９５，８５７円 達成率 ６８.９％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ４６，０００円

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告

● 6月6日（金）例会終了後、定例理事会を開催致し
ますので、理事会構成員の方は出席下さい。

● 6月13日（金）の例会は2013年度最後の親睦会
のため、お昼の例会を18時よりソラリア西鉄ホテル
8階北斗に変更して開催致します。出欠の返事を
6月2日までにお願い致します。当日欠席の方はメー
クアップをお願い致します。

● 6月20日（金）18時ソラリア西鉄ホテル7階彩花に
て最後の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。なお、各委員会の実績を幹
事まで提出下さい。

●お願い、案内状が各種送信されていると思います
が出欠のお返事は早めにお願い致します。

副幹事報告副幹事報告副幹事報告副幹事報告

● 2014～2015年度方針並びに予算の提出は5月末
となっておりますのでよろしくお願いします。

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会

● 6月27日（金）例会終了後職場訪問を行いますの
でご出席下さい。訪問先は穐好会員の九州朝日放送
（株）現地ロビー2時集合となっておりますのでどうぞ
よろしくお願い致します。

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

● 5月31日（土）13時より原土井病院 特別養護老人

ホーム「なごみの里」にてハーモニ・フレンズの慰問演
奏会を実施致します。支援出席はプログラム委員会、
IT委員会、会報・広報委員会、会員選考委員会になっ
ております。よろ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

卓卓卓卓 話話話話

「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」

会員会員会員会員 大下大下大下大下 学学学学 様様様様

（アサヒビール（株）九州（アサヒビール（株）九州（アサヒビール（株）九州（アサヒビール（株）九州

総括本部総括本部総括本部総括本部 担当副本部長）担当副本部長）担当副本部長）担当副本部長）

【【【【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！

５月１６日分

徳永徳永徳永徳永 兼男君兼男君兼男君兼男君 誕生祝ありがとう
原田原田原田原田 実樹宜君実樹宜君実樹宜君実樹宜君 鑓水さんビデオありがとうございまし
た。

５月２３日分

松尾松尾松尾松尾 新吾君新吾君新吾君新吾君 誕生祝ありがとう
徳永徳永徳永徳永 兼男君兼男君兼男君兼男君 鑓水さんDVDありがとうございます。
的野的野的野的野 良次君良次君良次君良次君 鑓水さん追加のCDありがとうござい

ま した。
井上井上井上井上 正君正君正君正君 佐々木さん、先週の菅原洋一さんを

囲んでホームパティー、ワインとカラ
オケ、人生楽しい事でした。感謝しま
す。

矢頭矢頭矢頭矢頭 美世子君美世子君美世子君美世子君 佐々木さん、１６日楽しい至福の時あ
りがとうございました。泣いてしまい
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 菅原洋一さんとの懇親会にご参加頂
きましてありがとうございました。
矢頭さんの涙が印象的でした。

松尾松尾松尾松尾 幸靜君幸靜君幸靜君幸靜君 佐々木さん、先週は大変お世話にな
りました。久しぶりに酔っ払いました。

竹田倉太郎君竹田倉太郎君竹田倉太郎君竹田倉太郎君 徳永さん、先日はありがとうございま
した。

浅野浅野浅野浅野 秀樹君秀樹君秀樹君秀樹君 来週と再来週は世界大会出席のた
めお休みします。仲島さんよろしくお
願いします。

大下大下大下大下 学君学君学君学君 先日の例会にて日高農園さんの花
ありがとう。

片山片山片山片山 健二郎君健二郎君健二郎君健二郎君 しばらく休みました
池内池内池内池内 比呂子君比呂子君比呂子君比呂子君 誕生祝ありがとう、メークアップが続

きました
伊原伊原伊原伊原 ルリ子君ルリ子君ルリ子君ルリ子君 誕生祝ありがとう、早退します
江口江口江口江口 秀人君秀人君秀人君秀人君 写真ありがとう、早退します
田中田中田中田中 浩君浩君浩君浩君、竹内竹内竹内竹内 國廣君國廣君國廣君國廣君 早退します
佐々木佐々木佐々木佐々木 健一君健一君健一君健一君、百武百武百武百武 恒生君恒生君恒生君恒生君、安東安東安東安東 清美君、清美君、清美君、清美君、

毛利毛利毛利毛利 泰介君泰介君泰介君泰介君 写真ありがとう

と言われていました。しかし今日では、そればかりではなく、
むしろ、「政治から宗教を守るためにこそある。」と言われてい
ます。絶対的価値観をもつ宗教に相対的価値観をもつ政治を
介入させずに、ピュアな心はそのままで保護されるべきであ
る、というのです。「陰祓い」などという不自然な形を受け容れ
ざるを得なかった靖国神社の神主さんをはじめ奉賛会の人々
のことを考えると、その思いを強くします。

● ホントに、ホントに、これで靖国裁判シリーズはおしまいで

す。「ロータリーでは、宗教と政治の話はタブーである」と言わ
れているにも拘わらず、その両方のダブーを侵し続けた１年
間でしたが、諸先輩方からの『発言禁止命令』もなく、終わる
ことが出来ました。ご静聴ありがとうございました。


