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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２年１月２４日（№．25） No．2279

■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

「『みちのく夢プラザ』へようこそ～
おかげさまで２０周年～」

北東北三県（岩手・青森・秋田）
福岡合同事務所

所長 藤本 さとえ様
主査 小野寺 裕士様

■次回卓話（１月３１日）予定

■前回例会の記録（１月１７日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 １月１７日 前々回 １２月２０日

会員総数 ７６名

免除会員数（１１中） ６名

出席会員数 ４３名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５０名

出 席 率 ６９．０１％

会員総数 ７７名

免除会員数(１１名中） ７名

出席会員数 ４５名

メークアップ １３名

欠席会員数 ８名

合 計 ７３名

修正出席率 ８９．０４％

●雪が降る / アダモ

●“道”よりジェルソミーナ

/ Ｎ．ロタ

●ハンガリー舞曲４番 / ブラームス

●わが人生に悔いなし

/ 石原裕次郎

「職業奉仕月間」
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会長報告

●磯本さんが翻訳された「ペットと漢方薬」という本が届きまし
た。機会があれば内容についてお話を伺いたいと思います。
●１月４日に二丈カントリーでゴルフをしましたが、そこから姫島
が見えます。姫島は、福岡市中央区山荘通りと深い関係があり
ます。山荘通りには歌人である野村望東尼が住んでいました。
野村望東尼は、４０歳の時、ご主人と隠居して平尾通りに山荘
を建てました。５４歳の時、ご主人が亡くなり出家します。
これからが彼女の本当の意味での人生が始まります。１８５３年
黒船来航以降、開国か攮夷かで天下は大きく揺れます。
この状況下、野村望東尼は大阪、京都で見聞を広め、尊王攘夷
の志士たちと親交を持ちます。その後、平尾山荘へ高杉晋作を
はじめ多くの志士たちが訪ねています。坂本龍馬よりも以前薩
長同盟を画策した福岡藩士、月形洗藏もその一人です。
しかし、尊王攘夷の福岡藩士はほとんど殺され、野村望東尼
も島流しになります。その島流しの場所が姫島です。
それを見かねて助け出すのが高杉晋作です。そういう物語が
姫島にはあります。１８６７年４月に高杉晋作が亡くなるのを見
届け１０月に大政奉還が行われた翌１１月６日に野村望東尼は
その生涯を閉じています。

１さ
３日（金）「休会」定款第８条第１節Ｃにより
１０日（金）定例理事会（例会終了後）

誕生祝
１７日（金）「クラブ協議会」例会終了後２Ｆ弥生
２４日（金） 創立５０周年記念実行委員会

１３時３０分：２階ドローイングルーム
３１日（金） 創立５０周年記念実行委員会

１３時３０分：２階弥生

「創立５０周年記念事業実行委員会報告」

創立５０周年記念事業委員会 幹事報告

●１０日の定例理事会報告

・グローバル補助金を使ったネパールプロジェクトは４月着工
に向けて現在進行中です。
・川添克子会員より提出されていた退会届が承認されました。

・来年度も当クラブとして米山記念奨学生の受け入れを決定し
ました。

・３月６日第７回日台ロータリー親善会議福岡大会での出店ブ
ースの参加を検討願います。

・福岡東南ロータリークラブ５０周年記念事業について総予算
約１，３００万円が承認されています。

●本日１７日（金）例会終了後、２階弥生にてクラブ協議会を

開催しますので各委員長は出席下さい。

委員長欠席の場合かならず副委員長もしくは委員の代理出席

者をお願い致します。



『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

【姉妹クラブ委員会 / 村瀨副委員長】

●３月６日（金）日台ロータリー親善会議福岡大会について

前回の補足をします。会費１０，０００円の場合、ホテル
ニューオータニ博多４階芙蓉の間にて本会議とは別に
同時並行してパブリックビューイングを見ながらのイベ
ント（屋台・物品販売）が行われます。
是非ご参加願います。

卓話

「イニシエーションスピーチ」

会員 小野 哲君
（株式会社北九州銀行

専務取締役 福岡支店長）

山口県阿武町（人口約３，０００人）に生まれ、地元の小中学校
を出て、高校は萩市にある萩高校の理数科に進学しました。
大学は慶応義塾大学へ入学しボート部へ入りました。学生生
活の役半分から３分の２は戸田市にある大学のボート部合宿
所で過ごしました。そして昭和５６年山口銀行に就職します。
４０年近く銀行員生活をした中で約１０年間中国に赴任してい
ましたので、その話をします。
最初に中国語の研修で北京に行きました（１９８７～１９８８年）
その後大連の事務所、そして一旦日本へ戻り、２００５年から
２００９年まで青島に勤務しました。大連勤務の１９８９年天安
門事件を経験しましたが、当時大連では情報がほとんどなく、
日本から新聞記事をＦＡＸで送ってもらい情報を得ていました。
青島では支店長として赴任しました。青島は青島ビールやハイ
アールが本社を置く都市でリゾート地としても有名なところです。

この頃は中国が一番成長していた時期で、賃金が５年で２倍に
なった時代でした。地元福岡パン製造会社の中国進出に関して
のやりとりが思い出深い出来事です。
“人生１００年時代”残り４０年頑張ります。

各委員会報告

● ３月６日（金）１４時より開催の日台ロータリー親善会議

福岡大会友好の広場参加並びに４月１１日（土）開催の

国際ロータリー地区地区大会の案内状並びに申込書を

配布しております。

回覧致しますので、出欠をご記入下さい。

＜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（桜）会員＞

１月１０日
佐々木健一君 明けましておめでとうございます。今年

も宜しくお願いします。
ハーモニカフレンズの忘年会大変楽し
い夜を過ごさせて頂きました。

松尾 幸靜君 おめでとうございます。また誕生祝い
有難うございます。いよいよ後半のス
タートですよろしくお願い致します。

田中 弘通君 １月６日、８１才になりました、いちにち
一日に感謝！

深澤 良信君 ネパールＧＧプロジェクト委員会の
○○回目の結団式を行いました。
頑張ります。

濱野 良彦君 新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

福迫 隆君 明けましておめでとうございます。本年
はロータリー誕生１１５年、日本のロー
タリー活動１００年福岡東南ＲＣ５０周
年の年です。お互いに頑張りましょう。

松藤 浩君 賀状ありがとうございました。
津上 賢治君 深澤さん、濱野さん、伊藤さん昨日の

ネパールＧＧ委員会新年会はお陰様
で非常に楽しい会でした、深澤さん素
晴らしい場所のご設定有難うございま
した。

長谷川裕一君 新春のお慶び申し上げます。本年も
東京芸大文化財保存学大学院首席
博士の方々と皇居参賀、伊勢神宮参
拝西本願寺早朝勤行に参り御礼と
お詫びを申し上げました。

伊藤桜子君、井上 正君
誕生祝いありがとう。

新納 洋君 早退します。
１月１７日
佐々木健一君 中村勇治さん、先週はビクトリーロー

ド歌って頂いて有難うございました。
５０周年に向けて全員で「ワンチー
ム」になれました。

長谷川裕一君 お年賀ありがとうございます。御指導
御鞭撻よろしくお願い致します。

小野 哲君 イニシエーションさせていただきます。
村瀨 廣記君、原田実樹宜君、畑中 敬史君

早退します。

合 計 ５４，０８２円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累計 ６０６，１８２円 達成率 ４６．６％

● １月２５日（土）第４グループインターシティミーティング

が１３時３０分よりＦＦＢホール（福岡ファッションビル８階）

にて開催されますので、義務出席者の方は出席ください。

●下期会費の請求書を配布しておりますので、期限まで

に納入下さいます様お願い致します。

【姉妹クラブ委員会 / 中村勇治会員】

姉妹クラブの台北中央ロータリークラブから２０名の方が
５０周年式典、祝賀会に参加されます。
前日の２月７日（金）にウエルカムパーティを行います。
詳細については、後で連絡しますのでよろしくお願い致し
ます。


