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ROTARY CONNECTS THE WORLD

■本日の例会プログラム

会長報告

●ロータリーソング（それでこそロータリー）

●コロナ禍の中で多くの方に出席いただき感謝いたします。

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●７月２８日安倍総理が退任を発表されましたが、その夜、安
倍総理から電話がありました。

●会務報告

●安倍総理にはまさに「ジャストタイム」、見事な退任発表で、
挨拶も申し分ありませんでしたと伝えました。

●各委員会報告
●卓話

●コロナ禍は、非常事態であり、国家・国民にとって大損失を
もたらす大きなマイナスであります。

「米山記念奨学生 挨拶」

米山記念奨学生

●実は、マイナスの本質はエネルギーであります。

アレクサンダー・ジェイソン マーク君

●一方、プラスはマンネリ化を生みます。
●マイナスは、危機感を生み変化を認め、行動します。

■次回卓話（９月２５日）予定

●日本は、世界トップクラスの経済対大国から、平成の３０年
間で世界最低の経済成長となり、世界のＧＤＰ１８％から６%
に落ち込みました、そして１０年後には３%まで落ち込むと予
想されています。

「休会」
※定款第7条第1節Cにより

■次々回卓話（１０月２日）予定
「１週間３千円で家族４人くらしてました！」
会員 末秋 聡君
（株式会社アルファオメガ代表取締役社長）

■前回例会の記録（９月１１日）
◇出席報告
当

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

日

９月１１日

会員総数
７０名
免除会員数（１０名中） ８名
出席会員数
４２名
ゲ ス ト
０名
ビジター
２名
合
計
５２名
出 席 率
７３．５３％

出席委員長
前々回

８ 月２８日

会員総数
６７名
免除会員数(１０名中） ０名
出席会員数
０名
メークアップ
０名
欠席会員数
０名
合
計
０名
修正出席率
０％

幹事報告
●９月４日の理事会報告（４件）
①例会場一時移転について
グランドハイアット福岡様からの申し出によりまして、例会場を
１０月から年内、ホテル日航福岡様に一時移転します。
②新会員の所属委員会の決定について
秋庭会員：親睦委員会（カウンセラー：中村勇治会員）
犬塚会員：例会運営委員会（同：長野益徳会員）
③台北中央RCの周年事業への参加見送りについて
現在のコロナ感染者の状況や、台湾への入国手続き等を踏ま
え、１２月に予定されております台湾中央RC周年事業への参
加を見送ことといたしました。
④９月２５日の例会の「休会」について

「基本的教育と識字率向上月間」
「ロータリーに友月間」

●赤とんぼ
●オペラ「カヴァレア・ルスカティーナ」より
ピ
間奏曲 / マスカーニ
ア
ノ
演 ●夜霧よ今夜もありがとう/浜口庫之助
奏
曲 ●恋 心 / E．マシアス

●しかし、ピンチはチャンス、マイナスは力、皆さん頑張りま
しょう。

今
月
の
行
事

四
４日（金）定例理事会（例会終了後） つ
１１日（金）誕生祝
の
テ
２５日（金）「休会」
ス
定款第７条第１節Cにより 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

新会員紹介

【親睦委員会 ： 曽屋委員長】
・坪川慎二会員 （つぼかわしんじ）

敬老の日お祝い『おめでとうございます！』
・卒寿 井上 正君（９０歳）

傘寿

㈱イノベプラン 代表取締役社長

田中雄二君（８０歳）

（推薦者 小林 宰会員）

・喜寿 片山健二郎君、渋田誠一君（７７歳）

卓話
「JR九州グループの経営革新」
JR九州リテール（株）
代表取締役社長
本郷 譲会員

・８月・９月誕生会員へのお祝い
誕生祝い『おめでとうございます！』

＜８月＞
１日 曽屋 仁司君
１７日 田代 幸英君

８日 田中 雄二君
●自己紹介

＜９月＞
３日
１２日
２２日
２８日

藤田
的野
河内
清原

佳孝君
良次君
美香君
一貴君

１１日
２０日
２４日
２９日

鑓水
寛君
中村 勇治君
諸富 哲雄君
坂田 美紀君

富山県出身 1979年東京大学 法学部卒
1979年 日本国有鉄道 入社 1987年 国鉄改革
1987年 九州旅客鉄道㈱人事課 副長
2005年取締役 総務部長
2007年 ㈱ドラッグイレブン社長（出向）
2009年 九州旅客鉄道㈱ 常務
2013年
同
専務
2017年 ＪＲ九州リテール㈱ 代表取締役社長（現職）

●ＪＲ九州リテール㈱の概要
資本金 490万円
会社設立
1996年2月1日
（2005年7月1日JR九州リテール㈱と九州キヨスク ㈱合併）
主な事業内容 ★コンビニエンス事業 ★専門店事業
★ファッション・コスメ事業
★自販機事業
2019年度決算 営業収益 31,221百万円
経常利益 1,883百万円
・ＪＲ九州の歴史と概要 ：鉄道の歴史とＪＲの成り立ち
【国際奉仕委員会 / 石川委員】
・来年３月に予定しておりました「日台親善会議 福岡大会」
につきましては、コロナの状況に鑑み、中止となりました。

【職業奉仕委員会 / 土井委員長】
・職業奉仕論… 下請関係１・２につきまして、説明がありま
した。

1872年（明治5年） 新橋～横浜間鉄道開通
1889年（明治22年） 博多～千歳川間鉄道開通
1907年（明治40年） 鉄道国有法施工
1949年（昭和24年） 日本国有鉄道発足
1964年（昭和39年） 東海道新幹線開業
「ＪＲ九州」
1987年（昭和62年） 国鉄改革
九州旅客鉄道㈱発足（ｋyushu Ｒailway Ｃompany）
2004年（平成16年） 九州新幹線第1期開業
2011年（平成23年） 九州新幹線全線開業
2016年（平成28年) 東証1部上場

『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

「ＪＲ九州・ＪＲ九州グループの概要」

＜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＞

2019年度決算 営業利益4,326億円 経常利益506億円
鉄道事業経営成績（単体再掲）
営業利益 1,652億円

経常利益 200億円

（9月4日）

「ＪＲ九州グループの経営革新」
★鉄道事業の革新
・都市間輸送：特急列車
大増発 定時隔化「あなたの特急30分おき」
新車投入「783系ハイパーサルん」
「787系つばめ」「883系ソニック
「885系白いかもめ」
・都市圏輸送：普通列車・快速列車
大増発・新駅設置・新車投入・運賃値上げ
・観光列車
Ｄ＆Ｓ列車「ゆふいんの森」「Ａ列車で行こう」
「指宿のたまて箱」
★クルーズトレイン ななつ星ｉｎ九州
「九州新幹線 鹿児島ルートの概要」
★博多～新八代間 約130㎞
船小屋～新八代間 着工
博多～船小屋間 着工
全線開業

1998年3月
2001年4月
2011年3月

★新八代～鹿児島中央間

（9月11日）

約127㎞

1991年9月

着工

2004年3月

第Ⅰ期開業

長谷川裕一君 久しぶりの例会で皆さまにお会いできて
感謝いたします。
佐々木健一君 新会員の秋庭さんを紹介します。
よろしくお願い致します。
Bテーブル会浅野さん大変お世話にな
りました。久しぶりの焼肉で精力がつ
きました。ありがとうございます。
松尾 新吾君 船上でのテーブル会、楽しくかつ有意
義なひとときでした。お世話いただい
た方々に心より御礼申し上げます。
熊手 幹彦君 テーブル会の残金です。
新納
洋君 休会が続きました。
スマイルのご支援をお願いします。
長野 益徳君 ８月２４日B・Gテーブル会浅野さん、
熊手さんお世話になりました、楽しい
会でした。
松尾 幸靜君 久しぶりに例会にでましたので、松尾
新吾さんの封筒を取り違えてしまいま
した。ごめんなさい。
深澤 良信君 早退します。

長谷川裕一君

「関連事業の改革」
不動産開発・・・博多駅・鹿児島中央駅・大分駅等
不動産運営・・・駅ビル運営・マンション販売等
ホテル・・・ＪＲ九州ホテル・ＨＴＢオオクラ等

建設・・・鉄建土木・マンション、ビル建設等
流通・・・駅内「銘品蔵」・ＣＶＳ「ファミリーマート」等
外食・飲食・・・居酒屋「うまや」・「華都飯店」等
ビジネスサービス・・・広告代理店・商事等
運輸事業・・・旅行代理店・バス・高速船「ビートル」等
★展開の革新性：スピード・広範囲
★運営の革新性：経営陣は若手社員の出向

古賀ガバナーからネクタイ・スカーフの
プレゼントありがとうございます。
田中 雄二君 祝う気持に、ただただ感謝、だがしか
し老いる月日に寂しさつのる。
坪川 慎二君 本日入会します
今後ともよろしくお願い致します。
中村 勇治君 C・D・Eテーブル会深澤さん、畑中さ
ん、井上さん楽しい会をありがとうご
ざいました。
H・I・Jテーブル会松尾さん、西さん、
仲島さんディナークルーズ最高でした
B・Gテーブル会浅野さん、熊手さん
美味しいお肉最高でした。
毎回、楽しいお酒でした。
津上次期会長、先日はごちそうさま
でした。来期の幹事として精一杯頑
張ります。
中村 勇治君、清原 一貴君、諸富 哲雄君、田代 幸英君
誕生祝ありがとう。

赤字を維持しない

合

計

５４，０００ 円

スマイル箱目標額
累

計 １３９，０００円

１，３００，０００円
達成率

１０．７ ％

『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

H.I.Jテーブル会
博多港ディナークルーズに酔いしれました。
2階レストランの定員が50名にもかかわらず、10人で対角上に着席し、事実上貸し切り状態の贅沢な空間を
味わいました。（コロナ禍による山笠やどんたくの中止の話題に始まり、安倍政権などの政治の話題、城島
での酒まつりをワイン会同様企画してほしいと要望もあがりました。）
3階デッキでの海上から眺めたマリノアシティ、マリナタウン、シーサイドももち、荒津大橋の“夜景のすばらしさ”
満喫しました。
（西会員）

『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

