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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

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

ROTRY CONNECTS THE WORLD

令和元年１１月２９日（№．20） No．2274

■本日の例会プログラム

●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

「私のボクシング人生」

ヨネクラボクシングスクール
校長 柴田 国明様

（元プロボクシング世界二階級制覇王者）

■次回卓話（１２月６日）予定

「休 会」※定款第８条第１節Ｃにより

■前回例会の記録（１１月１５日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 １１月１５日 前 々 回 １１月１日

会 員 総 数 ７７名

免除会員数（１１名中） ６名

出席会員数 ４８名

ゲ ス ト ３名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５８名

出 席 率 ７５．００％

会 員 総 数 ７６名

免除会員数(１１名中） ５名

出席会員数 ４３名

メークアップ １４名

欠席会員数（１１/２５現在） ８名

合 計 ６２名

修正出席率 ８８，５７％

● 煙が目にしみる

●ノクターン２番 / ショパン

●恋人よ / 五輪 真弓

●夜空ノムコウ/ スガ・シカオ

「ロータリー財団月間」
世界インターアクト週間（１１月５日を含む１週間

１日（金） 定例理事会（例会終了後）
８日（金） 誕生祝

１５日（金） 創立５０周年記念実行委員会
２２日（金） 定款第８条第１節Ｃにより
２９日（金） １２月定例理事会

例会終了後：２階弥生

ピ
ア
ノ
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奏
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会長報告

幹事報告

●8日入会の末秋 聡会員を再度紹介します。

●先週、松尾新吾会員の旭日大綬章受章についてのコメント
で訂正があります。九州電力の大野前会長、鎌田前会長も
同章を受章されています。深くお詫び申し上げます。

●稀勢の里の断髪式があり、長谷川会長エレクトも鋏を入れら
れた。今後、親方として頑張って欲しいです。

●昨夜から天皇陛下ご即位に伴う「大嘗宮の儀」が行われまし
た。昨日は自分の誕生日でもあり、忘れられない一日となりま
した。

●11月22日（金）、12月6日（金）の例会は定款第8条第1節C

により休会です。メークアップ不要です。

●11月29日（金）例会終了後、12月定例理事会を開催致しま
すので、理事会メンバーはご出席ください。

●第４グループインターシティミーティングのご案内
来年1月25日（土）13:30～17時、「FFBホール」（福岡ファッショ
ンビル8階）。17:30～懇親会、「ななつの花」にて開催。出席義

務者の方には案内状をお渡ししますので、必ずご出席下さい。
なお、新会員の出席義務について、入会1年以内の会員、入
会後3年未満でIM未経験者の会員は必ずご出席下さい。

■次々回卓話（１２月１２日＜木＞）予定

「忘年家族懇親会」

１８時～：グランドハイットホテル２階サボイ
※１２月１３日（金）の例会を変更して開催

各委員会報告

＜50周年記念実行委員会；濱野委員長＞

●本日例会終了後、２階弥生にて実行委員会（７回目）を
開催しますので、実行委員会メンバーはご出席下さい。

＜ロータリー情報委員会：山崎副委員長＞

●12月4日（水）18時より、第1回ロータリーに関する研修会を
「八仙閣」で開催します。本年度入会の方、入会3年未満
の方、入会5年未満で未受講の会員はご出席下さい。

mailto:ftonanrc@fukuoka-serc.org


『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

卓話
＜ローターアクト委員会；門岡委員長＞

●福岡東南ローターアクトよりご挨拶
会長 藤健之君、副会長 安東翔太君

・１０月６日（日）開催の福岡東南ＲＡＣ公式訪問のお礼

＜姉妹クラブ委員会；村瀬委員長＞

●台北中央ロータリークラブの34周年記念式典（12月6日）
への招待状が届きました。当クラブから12名が出席予定。

「ゼロからの出発」

株式会社 八ちゃん堂
専務取締役 川邊 勝代様

・甲子園（兵庫県）のご出身
・ご主人（川邊義隆氏）と福岡で移動販売車両によるたこ焼き
販売を始めてから43年経過。
25年程前にベトナムに子会社を設立。

・夫は自動車販売会社の跡取りでしたが、たこ焼きをやると
いって、辞表を出したら、父親から勘当されました。

・それから貧しい生活が始まりましたが、子供（3人のご子息）
の成長にとっても大変良いことだったと思っています。

・八ちゃんはゼロからのスタート。制約の多い自動車販売より、
今までになかったことをしていきたいと、中古車を買って、瀬高
で、たこ焼きの移動販売を始めました。

・最初は全く売れませんでしたが、袋やパックをきちんと統一
するなど様々工夫をしていると、ある日突然売れ始めました。

・すると本物のヤクザやテキヤが脅かしに来るようになりました
が、全くひるむことなく、いつも中央突破で対峙しました。

・次に店舗展開をはじめ、100店舗近くまでいきました。

・その後、コンビニの台頭で、店舗から冷凍にシフトし、最高
一日120万個を製造するに至っています。

・今度は、ニッスイやニチレイといった大手がライバルとなりま
した。

・また、瀬高はナスの産地であり、焼きナスを始めた際には、
帝国ホテルの村上料理長に持っていき、「うまい」との評価を
得ました。

・地道な努力も大事ですが、話のもって行き方や発想の転換も
大事です。

・伝統を守るのもとても大事ですが、これをしたら面白い、喜ば
れるという発想も大事です。

・夫と二人三脚。43年頑張ってきました。

・川柳が大好きです。

・「逆らわず いつも笑顔で 従わず」が私の信条です。

＜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/伊藤会員＞
＜１１月８日＞
佐々木健一君 松尾様、旭日大綬章誠におめでとうござ

います。福岡東南ロータリーの誇りです。
ワイン会、途中で退席申し訳ありません
でした。Ｈテーブル会すばらしい場所で、
楽しく飲めました磯本さんご苦労様でした
誕生祝ありがとうございます。

松尾 幸靜君 磯本さん国の重要文化財「やぶ金」での
Ｈテーブル会話をつまみに蕎麦と日本酒
をじっくりと味わう一時でした有難うござい
ました。

松尾 新吾君 １１月７日秋の叙勲を受けに皇居に生ま
れて初めて参内致しました。多くの方々
からご祝意を賜り恐縮致しております。
ありがとうございました。

末秋 聡君 新入会です。よろしくお願い致します。
的野 良次君 昨夜は素敵なそば屋さんでのテーブル会

でした。マスターありがとうございます。
矢頭美世子君 Ｈテーブルの皆さんお世話になりました。

久しぶりのお蕎麦とても美味しかったです。
北川 忠嗣君 曽屋さん、ワイン会有難うございました。

とってもとっても美味しかったです。
磯本 昌章君 １１/７Ｈテーブル会は大変楽しかったです

佐々木会長、矢頭前会長、松尾幹事ご参
加有難うございます。

本山 茂夫君 Ｈテーブル会、磯本さんお世話になりま
した。

緒方 剛君 Ｈテーブル会お蕎麦美味しかったです。
伊藤 岳史君 曽屋さん、ワイン会お世話になりました。

いつも有難うございます。
深澤 良信君 先日のワイン会、どうも有り難うございま

した。また次もよろしくお願いします。
井上 秀文君 １０月３１日未明沖縄の首里城が焼失し

てしまいました。残念でなりません。これ
から長い再建の道が始まります。皆様の
暖かいご支援とご協力よろしくお願い致
します。

合 計 ９９，０００円

スマイル箱 １，３００，０００円

累計 ４８８，１００円 達成率 ３７．５％
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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！

＜例会運営委員会/伊藤会員＞
＜１１月８日＞
片山健二郎君 欠席が続きました。１０月は中国、シンガ

ポール、モスクワに仕事で行って来ました
中村 勇治君（ラグビー伝道師及び社会奉仕委員長）

９月２０日の自分の誕生日に、開幕戦から
始まり昨夜１１月２日の決勝戦まで、全部
で１２試合観戦に行きました。一生に一度
のラグビーワールドカップ日本大会会場で
沢山の感動をくれた選手たちと、世界中か
ら観戦に来られた、各国の方々に感謝！
素晴らしい日々を過ごしました！今日は仕
事関連で例会休みます。メークアップが続
きます。今度の日曜は、福岡マラソンボラ
ンティアです。参加の皆さま、時間厳守でよ
ろしくお願い致します。

西 洋一君 誕生祝いありがとう。
鬼倉 潔君 畑中 敬史君

早退します。
＜１１月１５日＞
佐々木健一君 福岡マラソンボランティアマラソンした気分

で感動しました有難うございました。
打ち上げパーティも大変素晴らしい場所で
土井さんお世話になりました。
Ｆテーブル会池内さん良い場所を有難うご
ざいます。
Ｄテーブル会坂田さんご苦労様でした。
お店のおかみさんが素晴らしかったです。
長谷川さん、新米有難うございました美味
しく頂きます。

松尾 幸靜君 長谷川さんお気遣い頂きまして有難うござ
いました。Ｆテーブル池内さん、Ｄテーブル
坂田さんお世話になりました。両テーブル
会趣向を凝らして頂き楽しい一時でした。

松尾 新吾君 先週の例会（１１/８）にて当クラブからの
祝意を頂き恐縮いたしております。

池内比呂子君 松尾新吾会員、旭日大綬章おめでとうござ
います。心よりお祝い申し上げます。

北川 忠嗣君 先週の卓話で話してました北山カントリー
クラブ所属の「シブサワ リエル」が無事女
子プロゴルファに合格しました。ありがとう
ございました。これから応援よろしくお願い
します。

末秋 聡君 子供の進学先が決まりました。有難うござ
います。

伊藤 岳史君 中村勇治さん「福岡マラソンボランティア」
お世話になりました。
土井さん「打ち上げ」お世話になりました。
美味しいピザとワイン、楽しい時間を過ご
させて頂きました。有難うございます。
池内さん「テーブル会」お世話になりました
田中浩さん、日本酒の差し入れ美味しかっ
たです。有難うございます。

＜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/伊藤会員＞

新納 洋君 福岡マラソンボランティアお疲れ様でし
た。土井さん、中山さんお世話になりま
した。ワインを飲みすぎ、フルマラソンを
走ったランナーのような感じで自宅にゴ
ールしました。

門岡 慎治君 佐々木会長はじめ福岡マラソンボラン
ティア参加の皆さん疲れ様でした。
打ち上げ１次会土井さん２次会田中浩
さん、３次会参加の皆さまお世話にな
りました。

磯本 昌章君 11/10福岡マラソンボランティアはボラ
ンティア後の「土井さんのお姉さんの
店」その後「西鉄グランドホテルのバ
ー」その後「カラオケ」と大変盛り沢山
で楽しかったです。

松本 仁告君 土井さん先日は大変お世話になりまし
た。

中山 拓哉君 マラソンボランティアお疲れ様でした。
土井さん打ち上げ楽しいひと時とメロ
ン有難うございました。

小野 哲君 福岡マラソンボランティアお疲れ様で
した。慰労会も大変楽しかったです。

熊手 幹彦君 マラソンボランティアお疲れ様でした。
長 明君 １２日のテーブル会の時、佐々木会

長お世話になりました。
石川 哲也君 先日はテーブル会お世話頂き有難う

ございました。
田中 浩君 池内さん、テーブル会お世話になりま

した。
福岡マラソンボランティア大変楽しか
ったです。土井さんお疲れ様でした。

中村 勇治君 Ｄテーブル会、坂田さん有難うござい
ました。佐々木会長、２次会ごちそう
様でした。福岡マラソンボランティア、
多数の参加有難うございました。
土井さん、中山さん有難うございま
した。
メークアップが続きました。

長野 益徳君 １１日のテーブル会池内さんお世話
になりました。田中さんおいしい日本
酒有難うございました。
楽しい会でした。

鬼倉 潔君 濱野さん、本山さん有難うございま
した。すごく楽しかったです。

松本 仁告君 鬼倉さんわざわざ有難うございまし
た。

的野 良次君 誕生祝い、９月生まれなのに遅くなり
ました。

津上 賢治君 メークアップが続いてしまいました。
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Ｈテーブル会

１１月７日木曜日、Hテーブル会をやぶ金にて行いました。
やぶ金は、古い建物で、国の文化財でもあり、いい雰囲気で美味しい蕎麦のコースと、
そばに合う日本酒やワインを楽しみました。
佐々木会長、松尾幹事、矢頭直前会長にもおいでいただき、ありがとうございました。
皆さんの話題は、幸せとは何か！というもので、壮大なテーマで盛り上がりました。
結果、矢頭直前会長の「正月に子供たちが訪問してくれることが幸せ」という、
深すぎる一言で結論づけられました。 人生を考え、深まる秋を感じる夜でした。 （磯本）

Ｇテーブル会

１１月２０日（水）１８時より博多シーフードうお田にてＧテーブル会を開催致しました。
魚の美味しいお店でお酒の種類も多く、美味しいお酒で皆さんも楽しんでいました。
最後に佐々木会長が顔をみせてくれて、みなさんも喜んでいました。
佐々木会長有難うございました。 （ニック・サーズ）


