
福岡東南ロータリークラブ

週報
会 長

副会長

幹 事
創 立 ／ 昭和 ４５年 ２月 ６日
事 務 所 ／ 福岡市博多区住吉１－２－８２ グランドハイアット福岡Ｂ２
ＴＥＬ ０９２（２８３）８８７８ ＦＡＸ ０９２（２８３）８８７１

Ｅ-ｍａｉｌ：ftonanrc@tempo.ocn.ne.jp
HP : http：//fukuoka-serc.org
例 会 場 ／ グランドハイアット福岡 ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４
例 会 日 ／ 毎週金曜日 １２：３０

２０１９～２０２０年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー

今
月
の
行
事

四
つ
の
テ
ス
ト

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

佐々木健 一

長谷川 裕 一

松 尾 幸 靜

2019～2020年度国際ロータリーのテーマ
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令和元年８月３０日（№．8） No．2262

■本日の例会プログラム

●ロータリーソング（奉仕の理想）

●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

「ラグビーワールドカップを楽しもう！！」

会員 中村 勇治君

会員 伊藤 岳史君

■次回卓話（９月６日）予定

「島の魅力発信拠点“よりあい処つしま”」

～動き始めて丸６年。第一章完結、間近。
さあ、次の手！～

長崎県対馬市福岡事務所
所長 村井 英哉様

■前回例会の記録（８月９日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 ８月２３日 前 々 回 ８月２日

会 員 総 数 ７３名

免除会員数（1２名中） ５名

出席会員数 ４４名

ゲ ス ト ３名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５３名

出 席 率 ７４．２４％

会 員 総 数 ７３名

免除会員数(1２名中） ６名

出席会員数 ４９名

メークアップ ７名

欠席会員数 ５名

合 計 ６７名

修正出席率 ９２．５４％

● 誰もいない海 / トワ・エ・モア

●18の変奏より1番/ラフマニノフ

●五番街のエリー

● 恋 心 / Ｅ．マシアス

「会員増強・新クラブ結成推進月間」
２日（金） 「理事・各委員長就任挨拶」

定例理事会：例会終了後２Ｆ弥生

９日（金） 誕生祝
１６日（金）「休会」定款第８条第１節Ｃにより
２３日（金）創立５０周年記念実行委員会

例会終了後：２階弥生
２４日（土）ハーモニカフレンズ演奏会

１４時：ＳＪＲ六本松
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会長報告

幹事報告

●先日Hテーブル会がありました。中山会員は水球をされて

いたそうですが、水中では壮絶な争いが行われる競技だそう
です。中山会員も反撃をして一発退場をもらった経験がある
そうです。

●中国での話題を一つ、中高年の男性がシャツを腹まで上
げ暑さをしのぐ「北京ビキニ」と呼ばれる伝統の納涼スタイル
に、風当たりが強まっているという話題です。

「文明的ではない」との理由で、禁止を明文化する地方政府
が相次いでいるのです。今年施行に踏み切った「文明行為促
進条例」では50元(約790円)から最高200元(3200円)の罰金

が科せられ、実名公表を盛り込むなど、厳しいものになって
いる状況のようです。

サンダルさえもが規制の対象になり、ネット上では「やりすぎ」
と反発もありますが、SNSのア ンケートでは7割弱の人がな

んらかの規制に賛成しており、当局も強い反発は起きないも
のと見越して、罰金刑の導入にふみきれたのだろうと言われ
て います。

また、8月2日北京で男性は水着の短パン、女性はビキニで
お見合いパーティが男女200人で開催され、ビキニで、わざ

わざ見合いパーティをやる必要があるのかと物議を醸してい
ると北京青年報が伝えています。中国にはいろいろな話題が
あります。という話題でした。

●９月６日（金）例会終了後、２階弥生にて定例理事会を開催
致します。

●９月１３日（金）第４グループ合屋ガバナー補佐を囲んでの
クラブ協議会を例会終了後２階サボイⅠにて開催します。

義務出席者は、理事・役員、各正副委員長、３年未満となっ
ております。出欠の返事は８月２７日（火）です。

●本日再度年間計画表をお配りしています。3月6日が通常
例会に変更になっています。ご確認ください。

mailto:ftonanrc@tempo.ocn.ne.jp


『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！”

ＩＴ・ 会報・広報委員会 委員長 本山茂夫 ： 副委員長 大格淳 ： 委員 ：石川哲也・石田保之・伊藤岳史・熊手幹彦・瀧澤信一郎

各委員会報告

＜出席委員会；吉田副委員長＞

●例会に関するアンケートの締切は本日までです。

＜社会奉仕委員会：中村委員長＞

●ハーモニカフレンズ慰問演奏会案内（回覧）

８月２４日（土）ＳＪＲ六本松にて開催されますが、開
始時間が１４時に変更になりました。

＜親睦委員会；中村副委員長＞

●ゴルフ会のご案内

９月１日（日）開催予定のゴルフ会は現在１５名の参
加予定です。あと１名募集していますのでよろしくお
願いします。

＜ロータリー財団委員会；石川委員長＞

●松尾新吾会員にポールハリス・ソサエティ、田中弘通
会員にポール・ハリス・フェローのピンが届きましたので、
会長より渡して頂きます。

＜ ５０周年実行委員会；濱野実行委員長＞

●例会終了後、２階弥生にて実行委員会を開催致しま
す。

卓 話

「五島へＧＯ」
ー世界遺産だけじゃない五島の魅力ー

長崎県五島市福岡事務所
所長 里道 誠二様

竹森 祐輔様

●5年前から福岡事務所を開設し五島市のPRをしています。

●五島市の花木は「ツバキ」です、ツバキ油の生産量は日本
一です。
●五島市の位置・アクセス等 ・長崎港から西に１００KM、
福岡から１８０KMで韓国と同じ距離です。

・人口は３万７千人。ピーク時の４０％になり、３年で４校が閉
校しました。
・１１の有人島、５２の無人島で構成されています。

●移住者は増えており、移住したきっかけは、自然が多い、
ゆっくりした時間、便利であるとなっています。

●産業として４大プロジェクトを掲げており、海洋エネルギー、
養殖マグロ、ツバキ、世界遺産となっております。

●観光客数は平成３０年度には約３万人増の２４万人でした。
世界遺産登録、全国的な島ブームが起因しているようです。

●世界遺産の正式名称は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産」であり、五島市の構成資産は、久賀島の集落と奈
留島の江上集落（江上天主堂とその周辺）です。

●２５０年もの間隠れキリシタンが、命がけで口頭で信仰を
守ったという事実と歴史に価値があり世界遺産に登録されま
した。
●五島市へのアクセスは福岡からフェリー、飛行機があります。

●１泊２日のモデルプランの紹介（魚・肉・酒など豊富な食材、
観光バスで観光スポット巡り、釣り・ゴルフ・ダイビングなどの
アクティビティー、ホテル・旅館・グランピングなど豊富な宿泊
施設）
●社員旅行、研修旅行、スポーツ合宿にも対応できます。
●みなさんのご来島をお待ちしています。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

Ｈテーブル会

８月２０日（火）ゲリラ豪雨の中「博多めしいちこう」
で、佐々木会長、矢頭直前会長、長谷川会長エレ
クト、松尾幹事、伊藤（岳）会計監査の総勢１２名
により美味しい魚、美味しいお酒で家族的な雰囲
気の中、クラブの友好を深めました。
帰り際にはゲリラ豪雨もおさまり、終わりよければ
全て良しということで解散となりました。

（門岡）
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＜例会運営委員会＞
【スマイル有難うございました。

＜例会運営委員会 / 伊藤（桜）会員＞

（8月2日）
佐々木健一君 納涼家族懇親会大変ご苦労様でした。

ゲームの優勝賞金頂きました。
有難うございます。

松尾 幸靜君 親睦の皆様納涼家族懇親会お世話に
なりました。佐々木会長地区セミナーの
後お世話になりました。

長野 益徳君 本日入会させて頂きました。どうぞよろ
しくお願いします。

本郷 譲君 本日（２０１９．8.2）入会させて頂きまし
た。どうぞよろしくお願いします。

長谷川裕一君、伊藤 岳史君
親睦委員の皆さん26日の納涼家族懇
親会有難うございました。美味しい料理
と為になるクイズ、楽しい時間を過ごす
事が出来ました。クイズの優勝賞品をス
マイルします。

磯本 昌章君 先週の納涼家族懇親会大変楽しかった
です。クイズで2位になりました有難うご
ざいました。

曽屋 仁司君 佐々木会長、先日は大変お世話になり
ました。あっと言う間のひとときでした。

中村 勇治君 佐々木会長、先週はごちそうさまでした。
ありがとうございます。

岡 弥生君 佐々木会長、先日は有難うございました
濱野 良彦君 鬼倉さん、先日は何から何まで有難うご

ざいました。
筒丸 貴行君 佐々木会長、鬼倉さん先日は大変お世

話になりました、有難うございました。
北川 忠嗣君 先月28日のＤテーブル会お疲れ様でし

た。大変楽しい有意義な時間を過ごす
ことが出来ました。

田中 雄二君 テーブル会北川さん楽しかったです会長
幹事有難うございました。

鑓水 寛君 佐々木会長、北川マスターお世話になり
ました。

松本 仁告君 北川さんテーブルｒ会お世話有難うござ
いました。

新納 洋君 カテーテル治療無事終わりました。松尾
幹事ご紹介有難うございました。

田中 浩君 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。
白水ルリ子君、伊藤 桜子君

早退します。

（８月９日）
片山健二郎君 ８月２０日より中国武漢へ、デモンストレ

ーション・ワークショップに出かけます。
浅野 秀樹君 弁護士会の交流行事で中国の大連に

行って来ました。料理が最高でした。

伊藤 岳史君 佐々木会長、長谷川エレクトお世
話になりました有難うございまし
た。

新納 洋君 石川さん昨日は大変お世話になり
ました。

土井 通誉君 石川さん昨日は大変お世話にな
りました。有難うございました。

中村 勇治君（ゴルフ会幹事）
ゴルフ会の入会をよろしくお願い
致します。年4回のゴルフで会費
は15,000円です。

本山 茂夫君 Ｅテーブル会、沢山の参加有難う
ございました。Ａテーブルからも4

名参加して頂き有難うございました
田中 浩君 Ｅテーブル会本山さんお世話に

なりました。楽しい時間有難うご
ざいました。
早退します。

伊藤 岳史君 Ｅテーブル会、本山さんお世話に
なりました有難うございました。

田中 雄二君 名札忘れました。
井上 秀文君、池内比呂子君

メークアップが続きました。
池内比呂子君、門岡慎治君、清原一貴君
伊藤 桜子君 早退します。

（８月２３日）
佐々木健一君 Ｈテーブル会門岡さん、大変お世話

になりました。中山さん楽しい水球
の話有難うございました。

磯本 昌章君 8/20Ｈテーブル会は豪雨の中たくさ
んの方が集まり、大変楽しかったで
す。お世話を頂いた門岡さん有難う
ございました。

清原 一貴君 先日のＨテーブル会大変楽しい時間
でした門岡さんお世話になりました。

伊藤 岳史君 門岡さんＨテーブル会お世話になり
ました。ありがとうございます。

門岡 慎治君 Ｈテーブル会、佐々木会長、松尾幹
事、矢頭前会長、長谷川会長エレクト
伊藤岳史さん、ゲリラ豪雨の中有難
うございました。

Ｈテーブル会 残金です。
伊藤 桜子君 フェルナンドトーレスの引退試合のプ

ラチナチケットが手に入ったので今日
はこの後鳥栖でサッカー観戦に行っ
てきます。

白水ルリ子君 お休みが続きました。早退します。
清原 一貴君、畑中 敬史君

早退します。

合 計 １００，０００ 円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累計１７２，０００円 達成率 １３．２％
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ハーモニカフレンズ演奏会

８月２４日（土）１４時より「ＳＪＲ六本松」にてハーモニカフレンズの慰問演奏会が開催されました。演奏先を増やした
いとの希望を佐々木会長が叶えてくださり、ここが五つ目の施設となりました。久しぶりのフルメンバーに、浅野慶子
先生のフルート、亀山みゆき会員のピアノとピアニカも加わり、さらに中村社会奉仕委員長にはＰＡをお願いして、童
謡、唱歌、歌謡曲など１２曲を演奏しました。初めての施設で心配しましたが、入居者の皆さんはとても大きな声で
歌われ、演奏終了後には多くの方々から感謝の言葉をかけていただきました。
矢頭直前会長、松尾幹事ご夫妻、三笠会員、松本会員、石川会員の奥様、田中英樹元会員も応援して下さいました。
三笠さんからの差し入れは、打上げで美味しくいただきました。
皆さん本当に有難うございました。 （土井）


