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ROTRY CONNECTS THE WORLD

会長報告

■本日の例会プログラム
●君が代

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

①日台ロータリー親善会議、大島ガバナーより、当クラブ濱野
会員 村瀬会員に台湾のゲイリーホワン氏より日台ロータリー
親善会議実行委員の方々にお手紙とマスクをお二人にお渡し
いたします。

●幹事報告

②九州に初めて汽車が走った日

●各委員会報告

本日は、九州に初めて汽車が走った、つまり鉄道事業が始
まったときのお話です。１８９９年（明治２２年）１１月１２日、九
州で初めての記者が博多駅から久留米に向かい発車しました。
九州初の鉄道を造ったドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテル
（JR博多駅には彼の功績をたたえる銅版のレリーフが、駅ビル
屋上の「つばめの杜ひろば」にあります。）鉄道開設はすべてド
イツの技術によるもので、技術者たちは現在の博多駅の北に
ある厄八幡の近くに洋館を構え生活していました。

●ロータリーソング（２７００のマーチ）

●「会長・幹事就任挨拶」
会 長
幹 事

長谷川裕一君
村瀨 廣記君

■次回卓話（７月１０日）予定
「理事就任挨拶」

■前回例会の記録（６月２６日）
◇出席報告
当

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

日

６月２６日

会員総数
７１名
免除会員数（１１名中） ８名
出席会員数
４５名
ゲ ス ト
４名
ビジター
０名
合
計
５７名
出 席 率
７７．９４％

出席委員長
前々回

６月１２日

会員総数
７２名
免除会員数(１１名中） ８名
出席会員数
４５名
メークアップ
１６名
欠席会員数
０名
合
計
６９名
修正出席率
１００％

●オー・ソレ・ミオ / カプア
ピ
ア ●見上げてごらん夜の星を/いずみたく
ノ
演 ●ケ・セラ・セラ / リビング・ストーン
奏
曲 ●五番街のマリー

当時は機関車、レールすべてにわたり輸入であり、博多湾 現
在の大浜から陸揚げされています。当時のレールで作った柱
が鳥栖駅に現存しています。博多駅は現在より北側にありまし
た。昔の博多駅の場所をご存じの方もいらっしゃると思います。
線路は今の住吉甚社の横を通っていました。その後現在の位
置へ移転しました。移転の際は深夜の最終列車を送り出して、
総勢数百人の職員が新しい駅舎へ移動し、翌早朝４時台の列
車を新しい駅舎から送り出したのです。その駅舎も、時代ととも
に変わっていき現在の駅舎へと建て替わり新しい時代へと突
入しました。ついには、九州新幹線の開通という新しい鉄道
ルートや手段をも含め、九州の力をさらに増強する、機会とな
りました。このように、九州の鉄道は発展してきましたが、最初
の一歩は、博多駅から始まりました。

今
月
の
行
事

幹事報告
・本日２６日（金）理事・役員・各委員長との懇談会を１８時よ
り３階ボール・ルームにて開催いたしますので、出席下さい。
・受付のお手伝いをして頂いている山口智美さん、ピアノ演奏
の三好晶子さんにお礼をお渡しします。

３日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会：例会終了後 ボールルーム
クラブ協議会：１８時八仙閣
１０日（金） 誕生祝 「理事就任挨拶」
２４日（金）「休会」祝日につき
２６日（金）「納涼家族懇親会」
１８時：３階 ボール・ルーム

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

次期幹事報告

＜例会運営委員会＞

・本日例会終了後、３階ボールルームにて次期クラブ協
議会を開催致しますので、理事・役員・各委員会委員長
は出席下さい。
・７月３日（金）１８時より八仙閣にて２０２０年度クラブ
協議会を開催致しますので、義務出席者の方は出席お
願い致します。

各委員会報告
５０周年記念誌委員会/西原委員長
・５０周年記念誌配布について
ロータリー財団委員会 / 石川委員長
・池内比呂子会員にポール・ハリス・フェロー認証状と
ピンを会長より渡して頂きます。

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クラブ挨拶
２０１９年度会長 藤 健之君（とう たけゆき）
２０２０年度会長 松本匡平君（まつもときょうへい）

合

計

スマイル箱目標箱
累

計８８４，９９２円

５５，０００円

【スマイル箱】 ありがとうございました。
＜例会運営委員会 / 筒丸会員＞
佐々木健一君

Hテーブル会坂本先生お世話になり
ました。久しぶりのテーブル会楽しい
思い出を有難うございます。
Mテーブル会門岡さんお世話をかけ
ました。熱心にロータリーの話をして
頂き大変勉強になりました。
松尾 幸靜君 一年間多くのみな様にご支援頂きま
した有難うございました。
ご恩は一生忘れません、門岡さん
テーブル会ありがとうございました。
西原孝四郎君 昨日事務局に記念誌が届きました。
佐々木年度最後の日にお届けでき
てホッとしています。
作成に当たり多くの皆様方に多大な
ご協力を頂き有難うございました。
土井 通誉君 創立50周年式典やコロナ危機など
大変な年度でした。
佐々木会長、松尾幹事本当にあり
がとうございました。
山﨑 正幸君 5年間大変お世話になりました。
クラブの盛会を記念しています。
後任の犬塚さんをよろしくお願い致
します。
池内比呂子君
佐々木会長、松尾幹事一年間お疲
れ様でした。感謝
松尾 新吾君 言論テレビに御入会頂きました方に
心よりお礼申し上げます。未入会で
ご希望の方は私（松尾新吾）もしくは
手島さんにお申し出ください。
津上 賢治君 Kテーブル会、ニックさんアレンジ有
難うございました。佐々木会長、松
尾幹事ご参加有難うございました。
田中 雄二君 佐々木会長、ニックさんテーブルの
皆さん楽しいテーブル会でした。
ニック・サーズ君 佐々木会長、松尾幹事先日のテー
ブル会へのご参加有難うございまし
た。佐々木会長の毎回のトークは外
国人にも通じるユニークさでいつも
楽しみにしていました。
一年間お疲れ様でした。
中村
勇治君 Hテーブル会、坂本さんお世話にな
りました。佐々木会長、松尾幹事一
年間お疲れ様でした。
門岡
慎二君 佐々木会長、松尾幹事Mテーブル会
参加有難うございました。
深澤 良信君 緒方 剛君 、川崎 勝彦君、
本山 茂夫君、ニック・サーズ君、池内比呂子君、
北川 忠嗣君
誕生祝ありがとう。

１，３００，０００円
達成率 ６８．１％

『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”
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佐々木会長退任挨拶
まさか、こんな令和時代になるなんて。私は個人的には
令和の響きが嫌いでした。
この一年間「倦まず、弛まず、立ち止まらず」を、テーマに
して頑張るつもりでありましたが、５０周年が終わってからは、
立ち止まってばかりでした。私が、最も力を入れたいと考えて
いた、会員基盤の強化については、出だしはまあまあでした
が、コロナウイルスに足を救われて、ずっこけました。
コロナにころっと負けてました。マローニーRI会長が言う様に
「ロータリーは世界をつなぐ」であります。
この言葉を身を持って感じたのは、姉妹提携先との出
来事でありました。この一年で起こった出来事を、忘れ
ず「奉仕活動のトップランナーを目指します」を目標に、
昨年7月5日に会長就任挨拶をさせていただいてから
長期委員会で今後とも皆さんとともに頑張っていきたい
今日で362日を数えます。終わってしまえば、あっとい と思います。あ、このフレーズは、穴井第3ゾーンRコー
う間の出来事でした。1年間、不良会長の面倒を、微に ディネーター補佐が、我が2700地区に、とんでもないク
ラブが出現した、と絶賛されたフレーズでした。それも、
入り細にわたって、お世話いただきました。
松尾幹事には、大変ご迷惑をおかけしました。本当に 大変いい思い出になりました。来週から、長谷川年度に
ありがとうございました。また、事務局の手島さんにも、 なります。来年度のテーマは「会員を大切に！」です。い
いですね。長谷川会長と、村瀬新幹事のご健勝、ご活
大変お世話をかけました。
ピアノ演奏の三好さん、受付で手島さんのお手伝いを 躍を、心から祈念申し上げて、今年度、会長としての最
後の御礼の挨拶とさせて戴きます。一年間大変お世話
頂いた、山口さん、1年間ありがとうございました。
になりました。

そして、役目とは言え、私を1年間支えてくださいました、
理事、役員補佐、各委員長、副委員長、委員、の皆さん
には、ほんんとうに、ご苦労様でした。この不良会員に、
今度は、あなたが会長よ、とご指名いただいた、矢頭前
会長及び、渋々、同意いただいた歴代の会長会の皆様、
本当にありがとうございました。
心から感謝申し上げ身体障害者を自認している私を、
一年間支えていただいて、なんとか、ゴールにたどり
着くことができました。途中で、なにかあれば、次期会長
の長谷川先輩に、代打をお願いする予定でしたが、先輩
の皆様から、大丈夫か！とお声をいただき、ずいぶんと、
励まされ、会長期間中本当に元気になりました。任期中、
忘れることのできない思い出の一番は、皆さんも同じだと
思いますが、我がRCにとって最重要事業でありました、
2月8日に開催した、福岡東南RC50周年記念事業であり
ます。50周年記念事業松尾統括本部長、濱野実行委員長、
他各委員の皆さん、素晴らしい50周年記念事業を無事に
終えることができ、感謝の気持ちで一杯であります。皆さ
んの、一致団結した心が、なんとも上手く、コロナの脅威を
避けて、無事に開催することができました。記念講演会の、
櫻井よし子さんの講演には、1000名もの人が集まり、大盛
況で無事に終えました。ハーモニカフレンズの祝賀演奏は、
大変素晴らしい演奏でした。奥飛騨慕情、大阪ラプソ
ディーは忘れません。本当に良い思い出として、心に刻ま
れています。心から、天の名采配に、感謝するとともに、
福岡東南RCの皆さんの心が、強運を運んでくれたと感謝
します。3月から、コロナ感染拡大による例会休会という、
ロータリアン全員が初めて経験する事態に直面しました。
初めは、不良会長にピッタリの出来事だな、と内心ほくそ
笑む感じでしたが、そんなことよりも、我々の仲間から感染
者が一人も出なかったこと、これは、皆様の日々の精進に、
心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。しかし、まだ
油断はできない状態でありますので、注意していただく様、
お願い申し上げます。

松尾幹事退任挨拶

一年間ありがとうございました
別紙にて一年の報告をさせていただきます

退会挨拶

・三笠和雄会員
本当に長い間お世話になりました。健康上の理由
で退会します。皆様のご健勝をお祈りします。

・山崎正幸会員
５年間お世話になりました。忘れ難き思いでも多く
感謝しています。後任が入会致しますのでよろしく
お願い申し上げます。
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Kテーブル会
6月22日月曜日、テーブルK全員と佐々木会長、松尾幹事にご参加いただき、盛会に終わりました。
まさしくWITHコロナを体験したテーブル会でした。距離感を保ちつつも、みんなが久しぶりに顔を
合わせた夜の食事会は大変楽しく、それぞれのユニークなお話を聞くことが出来、とても充実した
時間でした。
（ ニック・サーズ）

Mテーブル会
6月25日（木）18時より「住吉博多めし いちこう」にて佐々木会長、松尾幹事をお招きし、コロナと
共存共栄を図るべくMテーブル会を開催しました。
テーブル会メンバーは3名と、計5名のまさにコロナ対応の少人数での開催となり、ロータリー談義
に花が咲きお酒も盛り上がりました。
（門岡）
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