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例 会 場 ／ グランドハイアット福岡
例 会 日 ／ 毎週金曜日 １２：３０

■本日の例会プログラム

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

会長報告

●ロータリーソング（我等の生業）

● 先日、都ホテルのリニューアルイベントに原田会員と参加し
てきました。支店長を勧誘してきました。
● 今までに生産された総プラスチック量は推定83億トンと言
●会務報告
われています。2015年までに63億トン が廃棄物となり、リサ
イクルされたのは9%、12% は焼却処分。79%は埋め立て処
●各委員会報告
理、自然環境へと廃棄されました。自然環境に海が含まれます。
●卓話
2010年だけでも480万〜1270万トンの廃プラが、世界192カ国
から海に入り込んだと推定されます。
「ガバナー公式訪問」
● 80%以上が陸上由来です。大半がプラボトルやプラ容 器・
包装です。鯨、亀などが間違って食べて、消化できず命に関わ
２０１９～２０２０年度
っています。
国際ロータリー第２７００地区
● 玄界灘の豊潤な恵みと生きる宗像市鐘崎で刺し網魚も手掛
ガバナー 灘谷 和德様
ける権田さんは「ゴミばっかりで網に魚が入らん」と読売新聞に
嘆いています。網の中にはビニール袋やペッ トボトル、弁当の
箱などでいっぱい。重みで網が破れる被害も出ているそうです。
●海洋ゴミはどこから来ているのか、九州大学留学生が調査し、
■次回卓話（１０月４日）予定
鐘崎では日本製が77%、さつき松原は34%、勝浦は52%。
それ以外は韓国、中国、マレーシア、ベトナムのものとの事。
「イニシエーションスピーチ」
対馬暖流に乗って流れついたと思われます。
● プラスチックゴミは、国内で正しくリサイクルされていると思っ
会員 山下 未笑君
ている人もいるでしょうが、実は多くを海外に輸出しています。
（有限会社セレーノ・コーポレーション代表取締役） 年間およそ 150万トン。リサイクル処理には手間がかかるため、
人件費の安い海外に輸出しているのが現状で す。
● 主な輸出先であった中国が2018年、輸入を停止しています。
今タイ、マレーシア、ベトナムに輸出していますが、バーセル条約
の改正により、輸出自体が難しくなるということです。
■前回例会の記録（９月２０日）
小泉環境大臣に期待したいと思います。
◇出席報告
出席委員長
● 一番はなるべくプラを使わないようにする事。生活の中で日々
意識する事が大事である。
当 日
９月２０日 前 々 回
９月６日
●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

会員総数
７４名
免除会員数（1２名中） ５名
出席会員数
３９名
ゲ ス ト
３名
ビジター
１名
合
計
４８名
出 席 率
６５．６７％
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●月の光 / ドビュッシー
●パリの屋根の下
●追 憶
●セプテンバー / 林 哲司

会員総数
７４名
免除会員数(1２名中） ５名
出席会員数
４８名
メークアップ
１１名
欠席会員数
３名
合
計
６７名
修正出席率
９５．５２％

幹事報告
● 9月21日(土) 地区ロータリー情報研修会が14時より福岡
朝日ビル地下1階にて開催されますので、登録申込みの方は
お忘れなく出席ください。
● 9月27日(金)の例会はRI第2700地区灘谷ガバナーを迎え
ての公式訪問になっておりますので、全会員出席ください。

「基本的教育と識字率向上月間・「ロータリーの友月間」
１ ６日（金） 定例理事会（例会終了後）
今 １３日（金） 誕生祝・敬老の日お祝い
四
月
１「第４グループ合屋猛敏ガバナー補佐を
つ
の
囲んでのクラブ協議会」
の
行
例会終了後２階サボイⅠ
テ
事 ２０日（金） 創立５０周年記念実行委員会 ス
２７日（金） 「灘谷和徳ガバナー公式訪問」 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

各委員会報告
【IT・会報・広報委員会 / 本山委員長】
●一般の方へ向けてのロータリー広報雑誌の申込を
回覧しますので、よろしくお願いします。
【ロータリー情報委員会 / 山﨑副委員長】
●12月4日（水）、八仙閣にてロータリー情報の研修会
と懇親会を開催します。対象は新会員と入会3年未満
の方が主になりますので、よろしくお願いします。
講師は福迫会員にお願いしています。
【50周年記念事業実行委員会 / 濱野実行委員長】
●本日、支援募金についてのお知らせをする予定でし
たが延期しますので、資料だけお配りしています。
よろしくお願いします。

卓 話
「福岡フイルムコミッション」
～映画・ドラマで夢が広がる～
福岡市経済観光文化局
コンテンツ振興課
係 長 鳥越未来子様
肝付 兼明様

・フイルムコミッションはアメリカで作られたもので、ハリ
ウッドがスタジオから飛び出して道路で撮影するために
行政に相談にきた事から組織だって作られたと言われて
います。
・聖地巡礼が流行っていますが、一番の成功例は「ローマ
の休日」で長年の経済効果があり、各自治体が誘致して
います。日本は109個あり、九州は26団体、福岡は7団体
あります。
・福岡フィルムコミッションは福岡市長が会長で設立16年
になります。映像を通して福岡の魅力発信や、映像産業
の支援による、観光客を増やす活動をしています。
・福岡で撮影されたのは１０００件を超え、映画、ドラマで
使われています。
・ロケ地訪問マップをお配りしていますのでご覧ください。
・福岡は利便性を重視して誘致している。
・撮影の支援として、ロケーションの支援を主に行ってい
る。
・その他、誘致活動や自主制作などの人材育成や普及・
啓発活動を行っています。
・映画への支援として、是非「見る」「エキストラとしてでる」
「撮影の許可」「資金援助」をお願いします。
・訪れてみたい日本のアニメ聖地８８に是非、「博多明太
ぴりからこちゃん」を投票してください。アニメツーリズム
協会のホームページでできます。

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございました！
＜例会運営委員会/田代会員＞
＜９月６日＞
佐々木健一君 山下さんの入会心から歓迎します。
しっかり頑張って下さい。ゴルフ会
で３位入賞しました。久しぶりでした。
松尾 幸靜君 先週はゴルフの幹事さん有難うござ
いました。ゴルフ場まで来て雨降りで
ゴルフをやめたのは私一人でした。
北川 忠嗣君 先日のゴルフ例会並びに矢頭会長
杯取り切戦お疲れ様でした。ゴルフ
部会中村幹事お世話になりました。
運に恵まれお陰様で優勝することが
でき、また取切戦で矢頭会長杯を手
にすることができました。
本当に有難うございました。
毛利 泰介君 ゴルフ準優勝しました。しかしスコア
はメチャメチャでした。
中村 勇治君（ゴルフ会幹事）
令和元年度最初のゴルフ会が９月１
日北山カントリークラブにて開催され
ました。今回は、矢頭会長杯取り切戦
も同時開催。矢頭会長豪華景品有難
うございました。ゲスト１名含めて１４
名の参加者で賑やかな会になりまし
た。雨天での開催でしたが、佐々木会
長の神通力で小降りから途中で雨も
上がり楽しくゴルフが出来ました。
今回の結果は優勝及び矢頭会長杯
共に北川忠嗣さんの完全勝利！
準優勝毛利泰介さん、３位佐々木健
一会長次回は１１月２３日土曜日を予
定してますので、皆様多数のご参加
お願い致します。
中村 勇治君（ラグビー伝道師）
９月６日例会お休みしてます。
本日１９：１５キックオフのラグビー日
本代表対南アフリカの試合を、埼玉
県熊谷市まで観戦しに行ってきます。
翌７日には日本代表の団結式に出席
できる事になったので、激励してきま
す。今日の１９時から、５チャンネルＦ
ＢＳでＴＶ中継明日の１６時から５チャ
ンネルＦＢＳで団結式もＴＶ中継ありま
すので是非ご覧ください。 （ひょっとし
たら私も映るかも）９月２６日（木）１４：
３０開場、１６：１５試合開始のイタリア
対カナダ戦のチケット３枚余ってます
ので、一緒に私と行きたい方は事務
局までご連絡下さい。
山下 恒夫君 本日入会させて頂きます。よろしくお
願い致します。
坂田 美紀君 ゴルフ会楽しかったです。
鬼倉
潔君 早退します。

『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！”
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

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございました！
＜例会運営委員会/田代会員＞

＜９月１３日＞

＜９月２０日＞

第４グループガバナー補佐合屋猛敏様
本日はお世話になります。
佐々木健一君

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございました！
＜例会運営委員会/田代会員＞

ガバナー補佐合屋猛敏様ようこそ
いらっしゃいました。よろしくお願い
致します。
Ｂテーブル会筒丸さん、大変お世話
になりました。
諸富 哲雄君 今回在籍３５年になりました。
敬老の日に８１才になりました。
深澤 良信君 ２７００地区の補助金説明（9/7）に
出席しネパールプロジェクトの紹介
を行ってきました。
津上 賢治君 深澤さん２７００地区でのグローバ
ル補助金申請拡大会議でのネパー
ルＧＧプロジェクトのプレゼン有難う
ございました。
筒丸 貴行君 佐々木会長、松尾幹事、矢頭直前
会長Ｂテーブルの皆様、テーブル会
では大変お世話になりました。
有難うございました。
池内比呂子君 Ｂテーブル会有難うございました。
筒丸さんご苦労様です。
緒方
剛君 Ｂテーブル会参加させて頂き大変楽
しかったです。
伊藤 桜子君 Ｂテーブル会楽しかったです。佐々
木会長、松尾幹事、矢頭直前会長
お忙しい中有難うございました。
筒丸さん、素敵な店有難うございま
した。
長谷川裕一君 先週筑紫女学園理事会に出席し
例会を欠席致しました。
中村 勇治君 いよいよ、９月２０日からラグビーワ
ールドカップが始まります。
来週は休んで東京に見にいきます。
中村 勇治君、鑓水 寛君
誕生祝いありがとう。
門岡 慎治君 メークアップが続きました。
井上 秀文君、原田実樹宜君、亀山みゆき君
早退します。

佐々木健一君 Ｃテーブルのテーブル会吉田さん
「目利きのたか志」料理大変美味
しかったです。
お世話になりました。
長谷川裕一君 ピンとこないですが、敬老の日の
お祝いをありがとうございます。
小野
哲君 Ｂテーブル会有難うございまし
た。
吉田
拓君 先日のＣテーブル会、大勢のご
参加ありがとうございました。
会費足りなくなってすいませんで
した。会長、不足分の会計ありが
とうございました。
新納
洋君 吉田さん、テーブル会お世話に
なりました。お酒、お料理堪能し
ました。
河内 美香君 誕生祝いありがとう。

合

計

７２，１００円

スマイル箱目標額

１，３００，０００円

累 計 ２６６，１００ 円

達成率２０．５％

『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

