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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

長谷川 裕一

津 上 賢 治

村 瀨 廣 記

2020～2021年度国際ロータリーのテーマ

ROTRY CONNECTS THE WORLD

令和２年９月４日（№．4） No．２２９2

■本日の例会プログラム

●君が代

●ロータリーソング（２７００のマーチ）

●会長の時間 ゲスト・ビジター紹介

●幹事報告

●各委員会報告

●卓話

「イニシエーションスピーチ」

会員 長野 益徳君
（株）博多ステーションビル代表取締役

■前回例会の記録

◇出席報告 出席委員長

当 日 ７月１７日 前々回 ７月３日

会員総数 ６７名

免除会員数（９名中） ７名

出席会員数 ４７名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５５名

出 席 率 ８３．０８％

会員総数 ６７名

免除会員数(９名中） ８名

出席会員数 ４８名

メークアップ ４名

欠席会員数 ７名

合 計 ６７名

修正出席率 ９３．９４％

●青葉城恋歌 / さとう 宗幸

●真夏の果実 / 桑田圭祐

●サラバンド /  ヘンデル

●夢のあとに / G.フォーレ

「基本的教育と識字率向上月間」
「ロータリーの友月間」

４日（金）定例理事会 （例会終了後）

１１日(金）誕生祝

２５日（金）「休会」 定款第7条第1節Cにより
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会長報告

幹事報告

さらに豪雨災害が拡大し、尊い生命の犠牲者が八十名を超
えようとしています。心から哀悼の意を表しますと共に、被災
者の方々に深くお見舞い申し上げます。
私たち福岡東南ロータリークラブは創立５０周年を機にロー
タリーの本質「友情」と「奉仕」を再確認致しました。そこで今
年のテーマを「友情」の本質である「会員を大切に」を掲げ、
先ず交流を通して互いに理解を深めます。
まず例会への出席とテーブル会への出席です。そして委員
会への出席です。今年より例会日数が更に４４回から３８回と
少なくなりましたので、昨年と同じ出席回数を確保するために
は１００％出席が不可欠です。是非１００％達成に向け権利を
獲得して下さい。どうかよろしくお願い致します。
次に友情の輪を広げるには会員の拡大が大切です。素晴
らしいロータリーの精神を伝えるために積極的に会員の輪を
広げましょう。尊敬できる仲間を迎え共に啓発してゆきましょ
う。
会員数の目標は８０名でスタートは６７名です。今日ご紹介
しました、東京から入会される“大久保さん”の他にもう一人
いらっしゃいます。良き友に出会えることは人生の最高の宝
で、豊かな人生の基本です。
進んで会員の輪を広げて頂きたい。

・２０１９年度４月に開催予定でした、国際ロータリー第２７００
地区地区大会は新型コロナウイルス感染拡大により、地区
大会は中止となりました。
「まぼろしの地区大会」として記念誌並びに記念品が届きまし
たので、受付にて配布致しておりますのでお持ち帰り下さい。

・７月３１日（金）例会はお昼の例会を１８時に変更して、納涼
家族懇親会を開催致しますので、当日欠席の方は他クラブに
てメークアップお願い致します。（※例会は休会になりました）

・８月７日（金）第４グループガバナー補佐を囲んでのクラブ協
議会を例会終了後開催致しますので、理事・役員・各正副委
員長、３年未満新会員は義務出席になっておりますので出席
下さい。出欠の返事がまだの方は事務局にお知らせ下さい。

■次回卓話（９月１１日）予定

「イニシエーションスピーチ」
（JR九州グループの経営革新）

会員 本郷 譲君
JR九州リテール（株）代表取締役社長
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『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 磯本昌章 ： 副委員長北川忠嗣 ： 委員 ：川崎勝彦・池内比呂子・西 洋一・田代幸英・小林 宰

各委員会報告
・５０周年記念事業が無事終了し、その時反省として
周年積立金が議論となり、理事会の中で長期計画
委員会の提案があり、７月の年度の開始から周年
積立金の積立を皆様にお願いしたい。
会費総額はそのままで、親睦会費５０００円を周年
積立金と名目を変更して積立を行いたいと前々回の
理事会で承認されました。
早速事務局から請求書を発送させて頂きます。

親睦委員会 ／ 曽屋委員長
・７月３１日（金）１８時よりグランド・ボールルームにて納涼家
族懇親会を開催いたします。まだ出欠の返事をされていない
方は至急事務局にお知らせ下さい。

ふるってのご参加を宜しくお願いします。

理事並びに各委員長就任挨拶

長期計画委員会／ 佐々木健一会員

どんな組織でも時間の経過とともに必ず硬直化すると言われています。組織の硬直化とは、
組織がその目的を見失ったり、目標を達成する意欲をなくしたり、成功体験におぼれて前例
主義やリスク回避など変革をいやがる体質に陥ったり、組織内のコミュニケーションが不足し
機能不全になった状態をいいます。硬直化が進みそれを放置すれば、その組織の活力は失
われ、組織は衰退し、その組織が掲げる目標を達成することも、成果を上げることも難しくな
るとも言われています。
硬直化から脱し、組織の活力を回復させる方策はあります。我が福岡東南ロータリークラブ
が親睦に満ち溢れ、みんなが積極的に奉仕活動に参加するクラブを目指す気持ちになるこ
とが重要なポイントだと思います。つまり温かい友情と思いやりに満ちあふれた仲間たちが
集まり語り合う事であります。昨年度長期計画委員会で策定して頂いた、穴井第３ゾーン
ロータリーコーディネーター補佐が耳を疑ったスローガン合言葉「ずっと先まで、お役に立ち
たい」目標「奉仕活動のトップランナーになります！」この言葉を大切に、硬直化を防ぐため
長期計画委員会のメンバーとしっかり連携して、各委員会の目標設定状況を監視させてい
きたいと思っています。
今年度の会長方針は「会員を大切に！」「奉仕活動のトップランナーになります！」です。
皆さんもこの気持ちを一年間持ち続けて、暖かい友情と思いやりにあふれた仲間を増やそ
うではありませんか。

国際奉仕委員会／ 河内美香会員

前任の津上会員には及びませんが、私のできる限りのことをやっていきたいと思います。
ネパールプロジェクトＧＧが７月１５日に正式に承認され、本当にメンバーの方が一つの目標
に向かって進んでいく経験をさせて頂き、有難いと思います。ネパール支援へのご寄付にご
協力頂きありがとうございました。今後はもっと広報できるようにお伝えしたい。リモートでネ
パールのマディアプールのＲＣとも交流を深めたいと考えています。

ＩＴ・会報・広報委員会／ 磯本昌章会員

会報の件は会の基本的な仕事ですので、毎回少しでも楽しいものをお届けできるようにしたい
です。広報はロータリーの友への投稿をお願いしています。特にネパールＰＪとか国際大会、
姉妹クラブの件について何かありましたら投稿を宜しくお願いしたいです。ＩＴに関してはクラブ
全体で指示がありましたら対応していきたいと思います。
お願いがありまして、土日の２日間で文字にして編集して印刷するという仕事をしています。で
きましたら前もって原稿を頂けますよう（できればデジタルで）、ご協力宜しくお願いします。

クラブ資料委員会／ 濱野良彦会員

資料委員会は年寄りの集まりでキャリアを持った方々の意見を蓄積していく役割があります。
５０周年の実行委員長の時に西原委員長も痛感されているように、残された資料に本当にお
世話になり、３０周年と４０周年の実績をまとめることができ、実行委員会全員が同じ知識量で
スタートできたと思っています。この委員会は決してあまり目立たない、とても地味な委員会で
はありません。５０周年記念事業をきちんとまとめて資料保管をしておかなければならない、大
変なことと思っています。大先輩方が副委員長以下にいらっしゃいます。皆さんをこき使います
のでどうぞ宜しくお願いします。



『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！”
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出席委員会／ 岡弥生会員

主な方針は例年と同じく①例会やその他のロータリー活動に出席を奨励することとメーキャッ
プを奨励すること②笑顔で挨拶、笑顔で対応することです。
一つ目は出席率の向上を目標に積極的にメーキャップの確認とお願いをやっていきたいので、
可能な限り東南ＲＣの出席率の向上を目指してご協力をお願いします。
二つ目はマスクで表情は隠れていますが、心は笑顔で対応します。
一年間どうぞ宜しくお願いします。

親睦委員会／ 曽屋仁司会員

“機会の扉を開く”とありますように会員家族や友人等も参加したくなる魅力的な会を検討、実
施していきたいです。もう一つは会長からありました“会員を大切に”ということで、現況の中だ
からこそ会員相互理解を目標として親睦を深められるイベントを実施していきたいです。
まず７月末の夏のイベントはコロナをＱ＆Ａ方式で楽しみながら食事をして頂きたいです。忘年
家族懇親会についてはミニコンサートを予定しています。ワイン会やゴルフを数回予定してい
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員会 ／筒丸貴行会員

全員が力を合わせ継続的に社会貢献を行っていきたいです。まずポリオに寄付を一人３０ドル
をあげ、中長期にはグローバル補助金を活用して社会貢献するクラブを目指します。もうひと
つは財団の方に毎年１０００円ずつあげ、古賀ガバナーから提案された一人５０ドルの寄付を
皆様の協力でお願いしたいです。前年度から計画されたポールハリスソサエティの会員をクラ
ブ会員数の１０％を達成したいと思います。

姉妹クラブ委員会／ 石川哲也会員

昨年度台北中央ＲＣと姉妹クラブを提携し、台湾に二度訪問しました。
２月の５０周年の時１３名の方に来て頂き、友情を深めて頂いたと思います。台北中央ＲＣ
は創立３４周年で、姉妹クラブとしては日本で４番目（釧路、静岡、大阪に次ぐ）となります。
台北中央ＲＣのイベントが①１２月に３５周年式典があります。②２０２１年３月に延び延び
になっていました、日台ロータリー親善会議福岡大会があります。台北から多数おいでに
なると思います。③２０２１年６月台北でロータリー国際大会世界大会が予定されています。
世界各国から台北に集結されます。
これから台湾に二度行くチャンスがあります。“Ｇｏ ｔｏ トラベル”ではなく“Ｇｏ ｔｏ 台湾”で
積極的なご参加をお願いします。

ロータリー情報委員会 ／田中浩会員
情報委員会の委員長はロータリーの成り立ちやポール・ハリスに精通した方がなると思って
いましたが、私で心配しています。
前委員長が作られた新会員のロータリーの手引きを元に新会員にいろいろ教えていくのが
目的と思っています。何もできないかもしれませんが、一生懸命やらせて頂きます。
ロータリーの物知り委員長として若い方に情報提供をしたいと思います。
一年間宜しくお願いします。

例会運営委員会／ 司会 吉田ひろみ会員
時間がありますので、“国土交通大臣表彰”の経緯と内容をご披露ください。

田中浩会員
福岡建築士会で十数年以上役員をさせて頂き、そのご褒美と思っています。珍しい賞ではなく、
いろんな会に精通した仕事をしたお礼だと思っています。大した賞ではありません。



『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 磯本昌章 ： 副委員長北川忠嗣 ： 委員 ：川崎勝彦・池内比呂子・西 洋一・田代幸英・小林 宰

合 計 １７，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 ８５，０００円 達成率 ６．５ ％

＜村瀬廣記幹事の提案＞

例会はいつも報告で終わるのが常であったと思います。
たまには対話もあってよいのではないか。今の委員会の中で私が希望したいのが、例えばネパールとズームで
対話をするということはできるのでしょうか。海外の人とやりとりをすると我々も元気づけられるし、イベントとして
盛り上がります。技術的にできるのであれば是非にやって頂ければと思います。いかがでしょうか？

＜深澤良信会員の回答＞

向こうの意向を確認しないといけませんが、聞いてみる価値はあると思います。時差が３時間あることを
考えなければいけません。

＜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 / 小林会員＞

佐々木健一君 先週忘れてました、クラブ協議会懇親
会にお招き頂き有難うございました。
会長疲れがとれました、楽しい一夜で
した。今日長期計画委員会の報告さ
せて頂きます。
田中浩さん、国土交通大臣表彰を受
けられ大変おめでとうございます。
初孫誕生おめでとうございます。

長谷川裕一君 今年度3回目を迎えました。会員拡大
八十名に向けて友情の輪をひろげま
しょう。

岡 弥生君 人吉の豪雨災害をご心配下さった皆様
ありがとうございました。声をかけてい
ただき、気持ちが明るくなりました。
我が故郷人吉は古くから続く美しい町
です。必ず復興すると信じています。

本山茂夫君 磯本さん、美味しい、楽しいIT・会報・広
報 委員会でした。有難うございました。

中山拓哉君、ニック・サーズ君
誕生祝有難う。

7月16日（木）IT・会報・広報委員会は、聖人橋通り、「博多モツ炊き餃子、一門」にて、本山理事においでいただ
き.委員4名にて今年度の打ち合わせをおこないました。2時間で、週報を作る方法や、例会記録のノウハウなど
を本山理事より、しっかりと伝達をいただきました。 （磯本）

IT・会報・広報委員会


