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１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか

どうか

西 原 孝四郎

松 尾 新 吾

筒 丸 貴 行
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2016～2017年度 国際ロータリーのテーマ

平成２８年７月１日（№．１） No．2１１７

■本日の例会プログラム

●君が代

●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

「会長・幹事就任挨拶」

会 長 西原孝四郎君
幹 事 筒丸 貴行君

■次回卓話（７月８日）予定

「理事就任挨拶」

■前回例会の記録（６月２４日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ６月２４日 前々回 ６月１０日

会員総数 ７５名

免除会員数（1８名中） １１名

出席会員数 ４２名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５５名

出 席 率 ７７．９４％

会員総数 ７５名

免除会員数(1７名中） ８名

出席会員数 ４４名

メークアップ １１名

欠席会員数 ３名

合 計 ６６名

修正出席率 ９５．４５％

●オー・ソレ・ミオ / カプア
●見上げてごらん夜の星を

/ いずみたく
●帰れソレントへ / クルティス
●ワルツ９番 / ショパン
●スタンド・バイ・ミー

１日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会（例会終了後）

８日（金） 誕生祝 「理事就任挨拶」
クラブ協議会１８時：なだ万

２２日（金）「納涼家族懇親会」１８時
２階 サボイ
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会長報告

次期幹事報告

●いよいよ、私が会長としての最終回の例会となりました。
早いもので一年間が過ぎようとしていますが、本日の卓話の
時間には、土井幹事と私の「退任挨拶」の時間を頂いています
ので、その時にいろいろと語らせていただきます。
1年間ありがとうございました。

●７月１日（金）例会終了後、２階如月にて定例理事会を開催
致しますので、理事会メンバーは出席下さい。

●７月８日（金）１８時よりなだ万にて、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。
尚、委員長欠席の場合は代理出席をお願い致します。

●７月２２日（金）の例会はお昼の例会を変更して１８時より

サボイにて「納涼家族懇親会」を開催致しますので、当日欠
席の方は他クラブにてメークアップをお願い致します。

各委員会報告

＜次期親睦委員会 / 石川委員長＞
●７月２２日（金）１８時よりグランドハイアッット福岡２階サボイ
にて「納涼家族懇親会」を開催致しますので、ご家族お誘い合
わせの上、多数のご出席をお待ちしております。

＜福岡東南ローターアクト委員会 / 中村（勇）委員長＞
●福岡東南ローターアクトクラブ石川会長より、ご挨拶が
ありました。



他ロータリークラブへメークアップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やS．A．A．に一言前もって
お断りするのがエチケットです。ご協力ください。

会報・広報委員会 委員長 山内良輝 ： 副委員長磯本昌章 ： 委員 ： 川﨑勝彦：川添克子：清原一貴：中村勇治

今期は例会場移転があり、事務局の引っ越しがあり、備
品を買い替えなさいと徳永さんが大金を下さいました。こ
のクラブの再生ともいえるような大変化の時に「積極的
な行動を自ら起こそう。」というクラブメッセージは誠に時
機を得たもので、いつも私の背中をドンと押した言葉でし
た。
会員の皆さんも同じ気持ちの方が多かったと思います。

そのお蔭で自由な発想による新しいアイデアをご提案い
ただき、いくつか実現することができました。

皆さんの「寛容の精神」によってどうにか幹事の務めを
果たすことができました。ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

今期の実績については、別紙報告書をご覧下さい。テーブ
ル会など、今期開催された飲み会についてご報告いたしま
す。一昨日、今期最後のテーブル会が開催されました。３０
回目のテーブル会でした。
この部屋にAからI迄９つのテーブルがありますが、Aは、テ
ーブル会はありませんから８つのテーブルが年４回テーブ
ル会を開催します。ワンテーブルのテーブル会なら32回で
すが、合同テーブル会が２回ありましたので３０回開催され
たことになります。

テーブル会とは別の飲み会が家族懇親会、クラブ協議会
の後の懇親会、アクトとの合同夜間例会、親睦会、ロータリ
ー研修会の後の懇親会、ワイン会、若僧会、米山奨学生ノ
ファさんを囲での懇親会、ハーモニカフレンズの演奏会の
後の懇親会、IM打ち合わせの後の懇親会、IM本番の後の
懇親会、会長幹事SAAの懇親会、正副会長幹事SAAの合
同懇親会、第4グループ会長幹事の懇親会、ローターアクト
３５周年懇親会、対馬クラブ３５周年懇親会、宗像クラブ３０
周年懇親会、地区大会でのRI会長代理歓迎晩餐会、ソウ
ル国際大会２７００地区ガバナー主催の懇親会、マラソンボ
ランティアの後の懇親会そして今夜、ローターアクトの最終
例会が懇親会となっています。テーブル会以外のこれらの
飲み会が４０回足らずありましたので、合計７０回ほどの懇
親会に出席しました。来期はテーブル会が年４回になり、そ
のほかの飲み会も１０数回になりますので、あまりに急激な
変化に体がびっくりして体調が悪くなるのではと心配してお
ります。

退 任 挨 拶

２０１５～２０１６年度
会 長 濱野 良彦君

●あらためまして福岡東南ロータリークラブ第47代目の会
長を務めさせて頂きました「先走りのハマノ」でございます
。他に「思い込みのハマノ」「若作りのハマノ」とか「とぼけ
のハマノ」などと昨年の会長就任挨拶で自己紹介したこと
を思い出します。私は68歳ですが、一年間を一週間毎に
あるいは一日一日の出来事を振り返ることなどありません
でしたが、会長退任挨拶でのお話を考えることで一年間を
詳細に振り返ることができましたのも、会長の任を頂いた
からであり、人生の良き経験となりました。

●仲島英二直前会長は、一昨年、会員一人ひとりの活動
が大切です。と話され「一人ひとりが輝いて」がテーマでし
た。西原孝四郎次期会長は「ロータリーの魅力と自ら成長
」をテーマとされ、クラブ運営方針の最初に「各委員会の奉
仕活動に積極的に参加し委員長を中心に活動の充実と親
睦をかねできる限り会合を持ちましょう！」と提案されまし
た。「Take Positive Action!：Take P-A! 積極的な行動を自
ら起こそう！」が私のテーマですが、このようなテーマを作
る際は、会長エレクトの独自の発想で相互の意見交換は
ありません。ところがこれまでのテーマの共通性はすべて
が個々の会員のためのメッセージであることに今更ながら
、ロータリーの精神に触れる思いが致しました。
●本年度は3委員会の委員長に女性会員3名の方々にご
活躍頂きました。出席委員長には河内会員、親睦委員長
には矢頭会員、プログラム委員長には池内会員と女性な
らではの気配りだけではなく新しい発想のもとにクラブ全
体を楽しいクラブへと変貌させてくれました。心から感謝し
ております。

●テーブル会では美味しいお酒と食事は勿論のこととりわ
け楽しく話ができる雰囲気を演出して頂いたテーブルマス
ター担当されました会員の皆様には心から感謝いたしてお
ります。その効果として会長と幹事は余すところなく全ての
テーブル会に出席できました。ワインの会は毎回大盛況で
北井会員、感謝！

●なんと言っても本年度の重要課題は、例会会場の移転
でした。実質的には昨年の3月には仲島英二会長(当時)と
私そして土井副幹事、鬼倉副SAAと安東会員とで、秘密裏
のうちに5月の都ホテルに関する報道発表まで、本当に内
密にコッソリと準備しておりました。その後「例会場移転準
備委員会」に松藤委員長をお願いし、ことは順調に運びま
した。グランドハイアットホテルと福岡東南ロータリークラブ
は、相互にとって望んだ相手であったことから良い結論が
出ましたので、相思相愛の仲となったわけです。双方が譲
るべきところは譲り認めるところは認めるといった交渉事を
、安東会員から鬼倉SAAに引き継がれ今日に至っていま
す。事務局の移転にはグランドハイアットの方々のご配慮
があり良い結果が出ましたが、引っ越しには土井幹事のご
苦労には心から感謝致しております。

●とにもかくにも会長としての一年間が終わろうとしています
。例会場移転、IMのホストクラブなど多忙な年度と同時に徳
永会員がお亡くなりになった悲しい出来事もありました。また
中島正勝会長エレクトが入院、加療後は、順調に回復されて
いると聞いております。新しい年度には中島正勝会員も復帰
され、西原孝四郎会長のもとに新年度が始まり福岡東南ロー
タリークラブの躍進の年になることは間違いないようです。

２０１５～２０１６年度
幹 事 土井 通誉君
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＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました！

今井 千恵君 福岡のクラブにメーキャップできて嬉し
(東京山王RC) いです。
濱野 良彦君 一年間皆様のご支援とご協力に感謝い

たします。無事会長職を終わることがで
きます。ありがとうございました。

土井 通誉君 会員の皆様、一年間いろいろご協力あ
りがとうございました。
石井さんIテーブル会お世話になりまし
た。写真ありがとうございました。

鬼倉 潔君 例会委員会を代表し一年間の皆様のご
協力ありがとうございました。

西原孝四郎君 濱野会長、土井幹事、一年間お疲れ様
で した。

北井 敦君 濱野会長、土井幹事、一年間ありがとう
ございました。

安東 清美君 濱野会長、土井幹事 鬼倉SAA一年間
お疲れ様でした。

宮野 祐輔君 濱野会長ステキな先走りをありがとうご
ざいました。夜間例会をはさみメーキャ
ップが続き、ほぼ一か月ぶりです。
漆間、先日はお世話になりました。

浅野 秀樹君 先日東京にいる末娘が結婚しました。
娘三人を嫁に出しようやく肩の荷が下り
た気分です。

縄田 泰之君 石井さん、矢頭さんテーブル会ありがと
うございます。

山本 道也君 長谷川裕一相談役、筑紫女学園理事長
お目でとうございます。

石井 浩和君 Iテーブルの皆様、先日はお疲れ様でし
た。楽しい時を過ごすことができました。

中村 次郎君 テーブル会会員はじめ大変お世話にな
りました。

諸富 哲雄君 井上正殿、先週二次会ではお世話にな
りました。

清原 一貴君 ライオンズ世界大会で切って売ってきま
した。写真ありがとう。

山本 道也君、松尾新吾君
誕生祝ありがとう。

木下 敏之君 メークアップが続きました。
田中 弘通君、矢頭美世子君、縄田泰之君、
竹内 國廣君、門岡慎治君、原田実樹宜君、
磯本 昌章君 写真ありがとう。
中村 勇治君、 平田 文夫君

早退します。

合 計 ６２，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 １，３３９，０７０円 達成率 １０３％

＜Ｈテーブル会＞

５月１８日（水）御供所町の老舗「割烹たぬき」にてHテーブル
会を行ないました。落ち着いた和室でなごやかに懇親を深め
ました。濱野会長、土井幹事、そしてお店を紹介して頂きまし
た津上さん、どうもありがとうございました。

＜Ｄテーブル会 ＞
5月20日(金) 住吉の "博多い津み" に於いて Dテーブル会
(会長.幹事を含め6名)を行いました。
フグ料理に舌鼓を打ちながら、東南ロータリーの歴史やこれ
からの展望など有意義な話し合いができました。

＜ＦＴＲハーモニカフレンズ演奏会＞
５月２１日（土）１３時３０分より医療法人恵光会「原病院」
介護老人保健施設「花菖蒲」にて、浅野慶子夫人のフルート
演奏と共に開催致しました。
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＜Ｃテーブル会＞

＜第１１回ワイン同好会＞

＜第４回ゴルフ例会＞

６月９日（木）今年度最後のゴルフ例会を９時３０分
北山C.Cで、９名の出席で開催致しました。

５月２３日(月)１８時より、Cテーブル会を「なだ万」
にて開催しました。
濱野会長、土井幹事をはじめ７名の参加のもと、
ワインの話から今後のロータリー活動の発展に
ついて、更には国際情勢等々、幅広い話題で盛り
上がりました。

（加賀）

＜I テーブル会＞

6月22日（水）18：30から『やまぼうし』にてIテーブル会が
開催されました。
濱野会長、土井幹事にもご参加頂き、美味しい料理と

お酒を満喫しながら皆さんのお話を色々と聞く事ができ、
楽しい時間を過ごす事ができました。
濱野会長、土井幹事 1年間お疲れ様でした。

6月6日、グランドハイアット福岡にて第11回ワイン
同好会を開催しました。
騎馬像が並ぶ部屋で、シェフの料理解説を聞いて、
泡ワインを楽しみました。
曽屋さんありがとうございました。

（北井）


