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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

矢 頭美世子

佐々木健 一

鬼 倉 潔

2018～2019年度 国際ロータリーのテーマ

“BE   THE  INSPIRATION”

平成３１年４月２６日（№．38） No．2246

■ 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

「再犯を防ぎ、安全な社会づくり・町づくり」

一般社団法人みこと総合支援協会
理事長 毛利 仁様（福岡東ＲＣ会員）
一般社団法人 繋紡会
代表理事 仁泉 浩様

■ 前回例会の記録（４月１９日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ４月１９日 前々回 ４月５日

会員総数 ７３名

免除会員数（１２名中） ５名

出席会員数 ４０名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ４６名

出 席 率 ６８．１８％

会員総数 ７３名

免除会員数(１２名中） ４名

出席会員数 ４７名

メークアップ １１名

欠席会員数 ３名

合 計 ６５名

修正出席率 ９５．３８％
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福岡東南RC創立50周年記念事業の一環として、台北
中央RCを訪問した際の感想をお話します。

●「おもてなし」が凄かったと感じました。これは松尾直
前会長、長谷川会員の長期に渡る親交の賜物だと思い
ます。
台湾到着後から台湾財界の重鎮、王道銀行オーナーで
ある駱さんより歓迎をうけ、次の日の夕食は台北中央
RC元会長、次々期地区ガバナーとなられる頼さんご夫
婦からご招待されました。
●ご招待された中でわかったことは、台湾の方々は物
の考え方が根本から異なり、常に世界に目を向け、母
国語だけではなく、日本語、英語と語学に関して幅広く
学習をされています。これはいつ何時、国の情勢に変
化があっても対応出来るようにとのことで、子供の頃か
ら色々なことを学んでいるそうです。
●今回の訪問で、東南RCも今後少しは国際的な動き
が出来るようになるのではないかと感じました。
●ここ台北中央RCは世界とのお付き合いが非常に旨
いクラブであり、日本の釧路RC、伊東RC、大阪南RCと
姉妹クラブを結んでおり、4クラブ目が我が東南RCとな
ります。
●今回の訪問は、東南RCの仲間との密な交流も出来
たし、海外へ出て行ったことで、色んな考え方を学びま
した。
これから東南RCで活かして行きたいと思います。

母子の健康月間
５日（金）定例理事会（例会終了後）
１２日（金） 誕生祝
１９日（金）ＲＩ第２７００地区大会親睦ゴルフ大会
２０日（土）ＲＩ第２７００地区大会第一日目
ＲＩ会長代理歓迎会：リーガロイヤルホテル小倉

２１日（日）ＲＩ第２７００地区大会二日目
北九州ソレイユホール

２８日（土）全国ＲＡＣ研修会：福岡国際会議場

■ 次回卓話（５月１０日）予定

「福岡市の防災・減災
～覚えておこう！災害への対応～」

福岡市市民局 防災・危機管理課
防災・危機管理専門員 松下 淳一様

●思い出のグリーングラス

●帰れソレントへ / クルティス

●風 / はしだのりひこ

●恋におちて / 小林明子

矢頭会長挨拶

●今回は、特にありません。

幹事報告
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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。

会報委員会委員長 山﨑正幸副委員長門岡慎治委員：川﨑勝彦：亀山みゆき：伊藤岳史：大格淳：石田保之：瀧澤信一郎

合 計 ２３，０００円

スマイル箱 １，３００，０００円

累計 ７１７，８３０円 達成率 ５５．２％

【スマイル箱】ありがとうございました！
<例会運営委員会/南会員＞

佐々木健一君 台北中央ロータリーに訪問して来
ました、松尾団長お疲れ様でした。
石川さんお世話になりました。

松尾 幸靜君 ５０周年に向けての姉妹クラブ提
携のための台北中央ＲＣ訪問
松尾団長、長谷川さんの台湾の方
とのこれまでの永いお付き合いの
お陰で話もスムーズに前に動きま
した。夜遅くまでのお付き合いも含
め本当にお世話になりました。

濱野 良彦君 台北中央ＲＣ訪問には、石川さん
他多くの方に感謝いたします。

長谷川裕一君 台北中央ロータリーに大歓迎いた
だきました。

石川 哲也君 ・怒涛の「台北訪問４日間の旅」を
無事終える事ができました。ご参
加の皆様に感謝いたします。
・毛利さん、お世話になりありがと
うございました。

田中 浩君 昨日プレスリリースされた、西鉄様
の博多国際展示場＆カンファレン
スセンターは我が社で設計を行っ
た建築物です。
３０００㎡の大規模の部屋が２つと
１５室の会議室があります。
皆様ご利用よろしくお願いします。

筒丸 貴行君、畑中 敬史君、深澤 良信君
誕生祝いありがとう。

白水ルリ子君 メークアップが続きました。

次期幹事報告 卓話

●5月17日（金）例会終了後、次期クラブ協議会を
開催します。次期理事、役員各委員長は必ず出席
下さい。佐々木会長エレクトより次期方針の発表
があります。

＜職業奉仕委員会：河内委員長＞
●5月10日（金）例会終了後、福岡大学七隈キャン
パスにて「福岡が誇るごみ処理方式『福岡方式』を
体感しよう」の職場訪問を実施します。
参加よろしくお願いします。

委員会報告

「創立５０周年記念事業準備委員会の報告
および実行委員会の活動について」

創立５０周年記念実行委員会
・統括本部長：松尾新吾 ・ 実行委員長：濱野良彦

＜統括本部長 松尾新吾会員＞
●台北中央RC訪問についてお話します。
親日家が多い国であるとともに、日本以上に「日本精神」
が語られ、普及している国であります。

●戦時中台湾にいた6人の日本人学校の先生が、攻め
て来た敵方に対し、台湾の人達を身をもって防いでくれ、
亡くなったことを知っていることがベースにあると思いま
す。

●最高のおもてなしを受けました。到着した日に台北中央
RC元会長の頼さん自らお迎えに来ていただき、帰国する
日は頼夫妻始めRC会長他の方々と会食し、最後までおも
てなしを受けました。

●姉妹クラブ提携についても、実務レベルで考えておられ
、非常に前向きで温かく迎え入れてくれそうで、良いクラブ
との姉妹クラブ提携が出来そうだと実感しました。

●50周年のイベントとしての一過性の姉妹クラブ提携で
は無く、RCメンバー全員が交流出来るような提携にしたい
と思っています。末永く交流が出来る良いクラブと出会っ
たと実感しています。

＜実行委員長 濱野会員＞
創立50周年記念事業は次の4つを実施して行きます。
現在の準備状況を各委員長より報告して頂きます。
①記念講演会（木下会員）
②ネパールプロジェクト（津上会員）
③姉妹クラブ提携（村瀬会員）
④博多夢松原の植樹支援（土井会員）

＜記念事業委員長 木下会員＞
●記念講演会開催
・日時：2020年2月8日（土） 14：00～15：30
・場所：グランドハイアット福岡
・講師：櫻井よしこ（国家基本問題研究所理事長）
・募集人数：800名（2700地区会員優先）
・演題：厳しい国際情勢の中でどう生き抜くか（仮）



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
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＜博多夢松原への支援 土井会員＞
●昭和62年に「博多夢松原の会」が設立され、福岡市
内に52,000本、また黄砂の飛来防止のために3,000年
後を見据え中国陝西省の黄土耕地に油松、胡桃等
137万本を植樹しました。

●現在、百道浜ではワカメを育てて食べようと言う「ワ
カメプロジェクト」や、長谷川町子さんが住んでた頃の
博多湾の環境を復活させよう「サザエさんの海を取り
戻そう」と言うサザエプロジェクトを実施しています。

●今後 「博多夢松原の会」の活動をアクトと共同活動
として続けられれば良いなと考えています。

＜50周年記念行事の思考範囲と行動規範
濱野会員＞

●私達全員で「思考規範：合言葉」「行動規範：目標」
を決め、創立50周年記念行事を進めて行きたいと思い
ます。

『合言葉：WATCH WORD』
“ずっと先まで、お役に立ちたい！”
『目標：TARGET』
“奉仕活動のトップランナーになります！”

●本日の50周年記念行事準備委員会の報告に至るま
での経緯は、2018年5月21日、元会長会に提案、7月
に準備委員会発足、本日まで、約1年間の準備委員会
を進め、4つの記念事業を決めました。

●本日例会終了後、第1回目の実行委員会を開催し
具体的に進めてまいります。よろしくお願いします。

＜ネパールプロジェクト進捗状況 津上会員＞
●カトマンズ近郊のマドヤプールシミ市でグローバル
補助金を活用し、福岡方式を用いたごみ処理プロジ
ェクトを実施すべく、深澤委員長の元で準備をしてい
ます。

●4月9日～15日、深澤委員長がネパールを訪問さ
れ、国連ハビタットの協力を得て、現地関係者へのプ
ロジェクトの内容を説明されました。

●プロジェクトの実施主体であるマドヤプールシミ市長
が、とても積極的で予算も確保され、エコパークと命名
し、専属の若手担当者2名を配置して進めようとしてい
ます。

●グローバル補助金共同申請者は、ホスト国クラブの
マドヤプールRCであり、本プロジェクトの共同実施に
協力的です。

●5月13日～22日、松藤名誉教授と深澤委員長が現
地へ入り、プロジェクト実施計画の現地調査、関係者
との打ち合わせを行いプロジェクトのフィジビリティを
確認し、6月末までにグローバル補助金の申請を行
います。

●5月31日、クラブのメンバー、理事を中心にプロジェクト
の説明会を実施いたします。

●今後のスケジュール
・6月：グローバル補助金申請
・9月：承認予定
・10月～11月：工事着工（地鎮祭実施）
・2020年5月：工事完成
・2020年6月：運用開始
・2021年3月：プロジェクト完了

(マドヤプールシミ市運営)

●50周年式典が実施される2月は、工事の真最中
であることから、2700地区初のグローバル補助金獲
得出来た報告し、現地地鎮祭等の状況を、写真、ビ
デオ等で紹介するよう考えています。

＜姉妹クラブ提携 村瀨会員＞
●訪問団結果報告
・目的：台中RCの東南RCとの姉妹クラブ提携に対

する意向確認と、今後の進め方の決定
・訪問日：4月14日（日）～17日（水）
・成果：台中RCから「新たな関係を歓迎する」意向

を明確に示された。また、手続きについて具
体的なスケジュールの打ち合わせも出来た

・調印式：台中RC34周年記念式典2019年12月6日、
東南RC50周年式典2020年2月8日双方で
「姉妹クラブ提携調印式」を実施する方向で
検討。


