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ROTRY CONNECTS THE WORLD

会長報告

■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
「米山記念奨学事業の現在」
RI第2700地区米山記念奨学委員会
委員長 島 信英様

■次回卓話（１１月６日）予定
「新幹線」
会員 小林 宰君
（JR九州電気システム株式会社 代表取締役社長）

■前回例会の記録（１０月２３日）
◇出席報告
当

日

１０月２３日

会員総数
７２名
免除会員数（９名中） ６名
出席会員数
４８名
ゲ ス ト
０名
ビジター
０名
合
計
５４名
出 席 率
７８．２６％

出席委員長
前々回

ピ
ア
ノ
演
奏
曲

１０ 月２日

会員総数
７１名
免除会員数(９名中）
６名
出席会員数
４８名
メークアップ
１４名
欠席会員数
０名
合
計
６８名
修正出席率
１００％

●セレナーデ / シューベルト
●慕情
●テイク・ファイブ
●喝采（かっさい） / 中村泰士

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

最近、連日でテーブル会に出させていただいております。
テーブル会の中で会員の方お一人一人が、人格・高潔,そして
教養と深い精神をお持ちであることを、感じております。
・テーブル会はとても明るく楽しく、とにかく家族が集まったよう
な感じで、心を許し、勉強にもなりますしまた健康にもなります。
・テーブル会には、予定を変更してでも出席されることをお勧め
いたします。今、改めて会長を引き受けて良かったと感じており
ます。
お世話をしてくださるテーブルマスターを始め、関係の方に心か
らお礼を申し上げます。そして、職業奉仕・ロータリーの奉仕の
本質をテーブル会で学んでいただきたいと考えております。
・次に、会員拡大につきまして、現在まで拡大が進んでおり、
既にお二人のご紹介をいただいた方もおられます。
まだご紹介いただいてない方は、一人は紹介しよう、仲間を増
やし、奉仕の場を広げようの想いで、日頃から意識していただ
き、年度末までには一人は仲間を増やすことにご協力をお願い
します。

幹事報告
①マイロータリー登録への協力について
２７００地区の５ヵ年の長期戦略計画並びに本年の地区重
点目標の一番目にマイロータリーの登録と活用が記載されて
いますが、これはロータリーの歴史・組織・活動に必要な情報
が満載されており、これを開くことにより、ロータリーの活動に
関心を持っていただき、そして共感する会員と長くロータリー
で奉仕活動をしていきたい、そういう想いがあると考えており、
是非マイロタリーへの登録をお願いします。
②台北中央ＲＣ35周年事業への映像メッセージについて
台北中央ＲＣ35周年事業への参加につきまして、今回は
コロナ問題で、福岡東南ロータリークラブをご招待できないと
の連絡があり、是非、映像でメッセージを送って欲しいとのお
願いがありました。我々姉妹クラブとしましては、ありがたい
お願いでありますので、会員の皆様方にご一緒に制作にご協
力いただきたいと考えております。具体的には、国際奉仕委
員会にお願いし例会の時間（11月6日・20日）を使って製作作
業をしますので、ご協力をお願いいたします。

「経済と地域社会の発展月間」「米山月間」
「ロータリー学友参加推進週間」
（１０月７日を含む１週間）
今
月 ２日（金）定例理事会（例会終了後）
の ９日（金）誕生祝
行
事 １６日（金）「休会」
定款第７条第１節Cにより

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

③11月6日の例会終了後、理事会を開催いたします。

卓話

④11月13日・27日は定款第7条に基づき、休会とな
ります。

『イニシエーションスピーチ』
各委員会報告
綜合警備保障㈱福岡支社長
【ＩＴ・会報・広報委員会 ： 磯本委員長】

山下恒夫 会員

先程のマイロータリーへの登録につきまして、本年度
中に１００％の登録を終わらせようと思っています。
現在の登録者数は、約30%であり、残り70%の方の
早目の登録をお願いいたします。
具体的には、資料「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹアカウント登録方
法」を参考にお願いします。
この時、ログインメールアドレスが重要になります、
もし間違えますと登録ができませんので、事務局か
詳しい方に登録方法の確認をお願いします。

●自己紹介
昭和４７年７月生まれ 現在４８歳
出身 和歌山県和歌山市（高校まで在住）

【職業奉仕委員会 ： 土井委員長・西原委員】
［職業奉仕委員会：土井委員長］
職業奉仕資料⑧を配布しました。
1ページでは、ロータリーで実業というものをどのよう
に定義しているか、反対に虚業とは何かを実名を挙
げて説明し、2ページでは、会社とは誰のものか、誰
の為に存在するのかを解説しています。

大学から大阪に下宿

趣味はテニスで４０歳から妻と共通の趣味を持とうという
ことで始めた。家族は妻と猫二匹、二人と二匹で全国を
珍道中。会社への入社は、大阪東支店でその後１４年間
大阪で過ごし、３７歳で東京に転勤し、７年間東京で勤務、
その後,愛知県の岡崎市に２年７ヶ月勤務、そして昨年８月
に福岡に着任
●赴任地で身近な歴史に触れ

最初の赴任地、東大阪で会社の近くに司馬遼太郎先生
のご自宅があり、新人の登竜門として、先生のご自宅に警
備のご案内をしに行きました。
開催日１２月４日 開催場所 「アイランド・アイ」
それをきっかけに司馬遼太郎先生の歴史小説をたくさん
スケジュール：１３時４０分頃 出発 ：１５時
読ませていただき、歴史に大きな興味を抱くようになりまし
レクチャー ホテル・商業・劇場・会議場などを視察 た。
転勤先では、史跡を回りますが観光地としての史跡ではな
申し込みは、１１月１０日までにお願いします。
く、家から近い隠れた史跡を回ることをしておりました。

●職場訪問の案内について（西原委員）

【社会奉仕委員会 ： 亀山委員長】
松原の間伐作業への参加のお願いについて
１１月７日（土） ９時５０分集合
海の中道海浜公園青少年海の家
【青少年奉仕委員会 ： 中山委員長】

東京時代には練馬区に勤務いたしましたが、東京２３区
では一番新しい区で、荒川を超えると埼玉県になります。
こちらには、歴史のある豊島園という遊園地があり、特
産物では１ｍ位ある練馬大根があったり、手塚治虫さんを
始めとする多くの漫画家ゆかりの地でもあります。
ちなみに、ドラえもんののび太君の住所は練馬区です。
また、日大の芸術学部があり、篠山紀信さんや三谷幸喜
さん、爆笑問題など、多数の芸術家・芸能人が出られてい

・１０月２８日のローターアクトの例会については、中止 ます。
致しますので対象の方はご注意ください。
新井薬師という駅がありますが、そこは東京では珍しく古い

また、１１月１５日（日）には福岡東南ローターアクトク 大きなお屋敷があります。
こちらは、皆さんもご存じの童謡の「垣根の垣根の曲がり角
ラブの公式訪問がありますので、対象の方は出席の
～～」がつくられたところです。
ほどよろしくお願いいたします。
次に、愛知県の岡崎市につきまして、こちらはご存じ徳川家康
生誕の地であります。

『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 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

特産品として八丁味噌がありますが、これは岡崎城か
ら八丁の距離に八丁村というところがありまして、ここ
で作られた味噌のみが八丁味噌と呼ばれます。
また、鎌倉時代から続く地域の伝統芸能「三河漫才」
を少し練習させていただき、これを地域の老人ホーム
や座談会で発表させていただきました。
この辺りは、ため池が多く、その周りをぶらりと行くこ
とも多く、最大の発見としましては昭和２８年までありま
した岡崎競馬場があり、この話を部下・商工会議所でし
ますと、びっくりされますが、これも歴史を発見する醍醐
味でありました。さて、福岡では西公園の北側のマンシ
ョンに住んでおります。
実は、西公園で探索してみますと、奈良時代の万葉集
に荒津という句が出てきますが、遣唐使などをこの荒
津山から送り出した場所だということです。
また、太宰府から中央の京都まで行くとき、お見送りの
ためにこの荒津まで来たという、別れの場所だったとも
言われています。

最後に、わが社と福岡の歴史をご紹介します。
わが社の創設者は警察官僚で九州管区警察局の局長で
ございました。
第一回の福岡名士劇で歌舞伎に参加し、現在も似顔絵
が料亭に保管されております。
福岡支店ができましたのは昭和４０年、その半年後に西日
本支社を開設しました。
この年，福岡博覧会が大濠公園で開催され、その警備を
わが社が一手に引き受けたと聞いております。
その博覧会の期間中で捕まえた泥棒が１４人で、他にも
コーラの自動販売機泥棒を未然に防いだなどがあり、改め
て警備の必要性を認識いただいたと考えております。
その他には、有明海の海苔の警備をさせていただき、現在
まで、わが社唯一の海上警備として続いております。
このように福岡支社は創業者を始め、福岡と大変ゆかりの
深いところでございます。

支社長は私で２１代目になります。
私自身、まだまだ未熟者でございますが、改めまして皆様
唐人町の商店街のところからＰａｙＰａｙドームに向かう道で
すが、ここには実はヤクルトの事業発祥の地がございます。 のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

＜例会運営委員会＞
※スマイルの報告は、時間の都合により
次週発表させて頂きます。

合

計

スマイル箱目標額
累

２５，０００ 円
１，３００，０００円

計 ２５１，０００円（10/9） 達成率 １９．３ ％

Eテーブル会
星期菜でのテーブル会です。コロナとの向き合い方からフェラーリ，GTRの話など
皆さんの引き出しの多さに驚かされます。語り合うことの重要性を改めて感じました。
Eテーブルマスター河内美香
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『目標：ＴＡＲGET』 “奉仕活動のトップランナーになります！”
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