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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

松 尾 新 吾

矢 頭美世子

鑓 水 寛

2017～2018年度 国際ロータリーのテーマ

ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

平成３０年４月２０日（№．36） No．2199

■本日の例会プログラム

●今日のうた（春の小川）

●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

「地域を豊かにするデザイン」

株式会社スピングラス・アーキテクツ
代表取締役 松岡 恭子様

■次回卓話（４月２７日）予定

「大学の「知」を活用した産学官連携事業の展開

～継続的なエコシステム形成のために～」

株式会社産学連携機構九州（九大TLO）
代表取締役社長 前田 真様

■前回例会の記録（４月１３日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ４月１３日 前々回 ３月３０日

会員総数 ７１名

免除会員数（１２名中） ９名

出席会員数 ４６名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー ３名

合 計 ６０名

出 席 率 ８０．８８％

会員総数 ７１名

免除会員数(１２名中）１０名

出席会員数 ４７名

メークアップ ９名

欠席会員数 ３名

合 計 ６９名

修正出席率 ９５．６５％

●花 / 喜納昌吉

●帰れソレントへ / クルティス

●ダニー・ボーイ / アイルランド民謡

●昴ーすばるー / 谷村 新司

母子の健康月間

６日（金）定例理事会：例会終了後
２階 如月

１３日（金） 誕生祝

２１日（土）「２０１８～２０１９年度地区研修協議会」
１３時～：アクロス福岡
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会長報告

幹事報告

●ハーモニカフレンズの皆さん、ウエルカム演奏ありがとう
ございました。

●会長報告の機会があと１０回前後となりました。

残りの機会で、戦後７０年以上が経過していますが、現在の
日本の「あるべき姿」、「立ち位置」とそこに至る経緯などに
関して、できるだけ史実に基づいてシリーズでお話ししたい
と思います。

●今回は「戦後７０年シリーズ １マッカーサー証言」です。

・マッカーサーはアメリカ上院軍事外交共同委員会で、「太
平洋戦争は、侵略戦争ではなく、安全保障が主たる目的で
あった」と語っています(S26.5.3)
・この証言は、今まであまり知られていませんでしたが、５０
年ルールに基づいて情報公開されたものです。

・また、併せて「日本の擁する労働力は量的・質的に優秀で
ある」。「当時の日本の人口８,０００万人を膨大と言っている
」点が注目されます。

•６日 (金) の理事会報告は次回にいたします。

•５/１９,２０日開催のRI第２７００地区 地区大会について、
当クラブは出欠にかかわらず全員登録となっています。

登録料は受付でお払いいただくか、期限までに振込お願い
します。

ハーモニカフレンズ ウエルカム演奏

●ハーモニカフレンズ / 石川哲也会員
・本日から第二金曜日例会開始前１２:１５からウエルカム演
奏をしています。
・メンバーは１２名で毎月２回練習をしています。
・創立２６年目でレパートリーは１３０曲ほど

・楽譜読めなくてもＯＫです。メンバーに加わっていただけれ
ば幸いです。



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 山﨑正幸 ： 副委員長田上伸夫 ： 委員 ： 門岡慎治：佐藤 淳：白水ルリ子

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました！

（４月６日）

松尾 新吾君 ４月５日のゴルフ会、楽しく過ごしました。
ゴルフ部幹事田上さんをはじめ、皆様
に大変お世話さまになりました。
心から感謝申し上げます。

諸富 哲雄君 ５日のゴルフ会で優勝しました。１０年
振りです。パートナーのお陰と皆様に
感謝します。

松尾幸靜君 昨日のゴルフコンペ２打目がトップのゴ
ロでパーオンしたりあらぬ方向へ打っ
たティ－ショットが木に当たりフェァ
ウェー に出て来たり日頃の練習の成
果が出ました。
ちなみに準優勝でした。

田上 伸夫君 昨日のRCゴルフ例会、好天のなか無
事終了しました。
松尾会長ご出席で豪華賞品のご提供
ありがとうございました。

山﨑 正幸君 昨日のゴルフ会楽しかったです。田上
さんありがとうございました。

池内比呂子君 ゴルフ！！楽しかったです。
松尾会長、幹事の田上さんお世話に
なりました。

中村 勇治君 先日のゴルフ会、幹事お疲れさまでし
た。松尾会長とご一緒させていただき
キンチョーで、３パットばかりでした。

浅野 秀樹君 一番上の孫が来週,新一年生になりま
す。

門岡 慎治君 早退します。

合 計 ６２，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 １，４１７，３０２ 円 達成率１０９％

新会員紹介

推薦者 松尾新吾会員
池内比呂子会員

※カウンセラー 池内比呂子会員
※所属委員会 親睦委員会
生年月日 S３７年１１月１１日
勤務先 ㈱タックエンタープライズ

代表取締役
分 類 人材派遣業

各委員会報告

卓話

「酒づくり人づくり200年・次代を担う若人への期待」

・「喜田屋」は、ほぼ200年の歴史を持つ老舗の酒づくりの蔵元
・「主人自ら酒造るべし」が家憲

・「世界に通用する、清酒の復興と技術革新による本格焼酎造
り」を目標

・減圧蒸留機を開発⇒本格焼酎を世界に。食品産業技術功労
賞を受賞
・襷を次代を担う若人につなぎ。活躍に期待。

株式会社喜田屋
会長 木下 茂 様

４月の誕生祝 『おめでとうございます！』

２日 池内比呂子会員 ７日 西原孝四郎会員
８日 深澤 良信会員 10日 磯本 昌章会員
10日 見元 伊津子会員 10日 筒丸 貴行会員
19日 仲島 英二会員 21日 長 明会員
25日 川﨑 勝彦会員 27日 中村 次郎会員
30日 山内 良輝会員

・第５３回ロータリー美術展開催のお知らせ
４/１７－４/２２村岡屋ギャラリー。
パンフレット配布しています。ご確認ください。

推薦者 松尾幸靜会員
池内比呂子会員

※カウンセラー 池内比呂子会員
※所属委員会 出席委員会
生年月日 S４７年１月２４日
勤務先 伊藤会計事務所 所長
分 類 税理士

伊藤桜子会員

吉田ひろみ会員

●親睦委員会 / 本山委員長



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 山﨑正幸 ： 副委員長田上伸夫 ： 委員 ： 門岡慎治：佐藤 淳：白水ルリ子

＜例会運営委員会＞

【スマイル箱】 ありがとうございました！

（４月１３日）

木下 茂様 本日の卓話謝礼をスマイル箱に頂き
（卓話者） ました。

濱野 良彦君 ハーモニカフレンズの初めてのウエル
カム演奏です。
楽しんでいただけたで しょうか？

松尾 幸靜君 新会員の伊藤桜子さんをどうぞよろしく
お願い致します。

中村 勇治君 次男が昨日、小学校に入学しました。

池内比呂子君 吉田さん、伊藤さん入会楽しみにして
いました。
おめでとうございます。

見元伊津子君 誕生祝いありがとう。
早退します。

山内 良輝君、中村次郎君、西原孝四郎君、長 明君
仲島 英二君、池内比呂子君

誕生祝いありがとう。

【スマイル箱】
長文ですのでこちらに掲載させていただきます。

宮野祐輔君 入会した頃の帰り道、いつも思ってました、
「今日も何にも無かったな」と。
会社での会議は、何かを決める（予算の
編成とか、年末商戦の取組みとか）ものな
のに、一時間も話して何にも結論が無い、
変な集まり。
それが半年、一年と過ぎるうちに、例会の
時間を共有することの意味がじわじわと感
じられ始め、ここで得た感触を職場に持ち
帰り仕事の姿勢に反映させることがロータ
リーなのかなと、思うようになりました。
遠隔地でのメークアップで、印象的なイニ
シエーション・スピーチに出会ったことがあ
ります。必ずしも社会的地位の高い業種で
はないがほぼ一代で築き上げ、ロータリー
アンになれた、その喜び、それは自分の職
業が認められた喜びであり、従業員にとっ
ても誇りを持てるという喜びであると言った
内容でした。大変な苦労をされたのだと思
います、 女性の経営者でした。
まさに総ての有用な職業は尊敬されるべ
きであるを地で行ったような情景で、これ
がロータリーの原風景ではないかと思えて
な りません。

我々の出身母体である企業、学校、病院
などは、その商品や教育、治療といった
アウトプットを通じて社会に、またインプッ
トである雇用条件や職場風土を通じて従
業員の人生に、それぞれ大きな影響～時
として決定的な影響を与えてますが、その
母体組織において大きな権限を持ってい
るのがロータリアンではないでしょうか、私
はそれを自覚してふるまうことが職業奉仕
だと思ってやって参りました。
この点についてロータリーから受けた薫陶
に只々感謝いたします、 特に監査役とな
ってからの行動規範においてロータリーア
ンであることは、大きな意味がありました。
今回、多くの方からクラブに残るようお引
止めをいただきましたが、職を退くことと
なった以上クラブからも退かせていただこ
うと思った次第です。

RIの方向性について私も疑問に思うこと
は多々ありました。勝手な憶測ですが、
奉仕団体としての存在感向上や、イスラ
ムとプロテスタントの布教合戦の余波な
どで、RIとしても大変難しいかじ取りを求
められているのだろうと思います。
換骨奪胎は日本人の得意技、これを好機
としてユニークなクラブを作ってください。

テーブル会の時、ある会長経験者
から、〝昔はねぇ、テーブル会の帰り
は南新地に行ったもんだヨ。″と
聞かされました。
理想は掲げつつもやんちゃな、
〝所詮はクラブライフだよ″と言った
軽さ、わたしはそんなロータリーが
好きでした。
憎たらしいくらいお元気な先輩方が
多いので心配はしておりませんが、
皆様のご健勝と、クラブの一層の発
展をお祈り致します、お世話になり
ました、心から感謝申し上げます。


