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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
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■本日の例会プログラム

●君が代

●ロータリーソング（２７００地区のマーチ）

●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

「物作りから空へ」

会員 田代幸英

（西日本空輸株式会社 代表取締役社長）

■次回卓話（１２月１１日）予定

「忘年家族懇親会」

１８時 ：ホテル日航福岡３階都久志
（お昼の例会はありません）

■前回例会の記録（１１月２０日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 １１月２０日 前々回 １０月２３日

会員総数 ７３名

免除会員数（９名中） ７名

出席会員数 ４８名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５７名

出 席 率 ７６．０６％

会員総数 ７２名

免除会員数(９名中） ６名

出席会員数 ４８名

メークアップ １５名

欠席会員数 ０名

合 計 ６９名

修正出席率 １００％

● ともしび / ロシア民謡

●アヴェ・マリア / カッチーニ

●ビー・マイ・ラブ

●また逢う日まで / 筒美京平

「疾病予防と治療月間」

４日（金）職場訪問アイランドアイ（例会終了後）
１１日（金） 定例理事会１６時３０分～１７時３０分

「忘年家族懇親会」
１８時：ホテル日航福岡

１８日（金）「年次総会」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

●本日のビジターは福岡東南ローターアクトクラブ会長松本匡平
君、幹事藤健之君です。
先日、２７００地区ローターアクトの福岡東南ローターアクト公式

訪問があり、落合ローターアクト委員長を始め、ローターアクトの
関係者50名が参加し、当ロータリーからは中山会員が出席しま
した。
私も担当クラブ会長として参加し、3蜜を避け、対策を取った上で

の開催でした。例会での東南ローターアクトの皆さんの素晴らし
い傑作を作っての１００％パーフェクトドレッシングの企画をされ、
参加された人全員が感動の中に例会が行われ、公式訪問は大
盛会でした。
当ローターアクト8名中5名の参加で、少数精鋭の見事なロータ
ーアクトクラブであるということを感じ、素晴らしい1日でした。
それにつけても会員8名というのは会員一人ひとりに大変な負担
がかかっておりますので、できれば会員を2倍にし、40周年事業

を迎えられるように確保して頂きたい。アクト会員として推薦され
た方やOBなどへ声をかけて会員増強に力を入れて頂きたい。

例えば九州電力やわが社にもローターアクト出身者がおり、色
んな面での多彩な能力を養うことができ、ローターアクトで磨かれ
た奉仕の精神がその企業にとっては将来の発展に大きな貢献を
なすものになりますのでよろしくお願いします。

●次に、夢松原の会、間伐作業について、参加者約１００名の内
当ロータリー関係者50名が参加して、重労働でありましたが無事
終了しました。参加した皆さんには心より感謝申し上げます。

●１１月６日の理事会報告
・２名の新入会員の方の所属委員会の決定について
大久保悠祐会員：出席委員会（カウンセラー亀山会員）
安藤直樹会員：例会運営委員会（ 〃 中山会員）
・日台ロータリー親善会議の支援金支払いについて
他のクラブの状況を見ながら支払うことにしました。
・来年からの例会会場について
１月８日からの例会はグランドハイアットで開催します。
（３，４月については調整次第お知らせ）
●RI２７００地区第４グループインターシティミーティング

来年２月１３日（土）１３時より天神エルガーラホールで開催。
出席義務者の参加をお願いします。

■次々回卓話（１２月１８日）予定

「年次総会」
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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

卓話

【ネパールプロジェクトGG委員会 / 深澤委員長】

・ネパールへの新型コロナウイルス対策緊急支援について

４月以降３つの支援を進めているが会員の皆さんへの報告
事項が出てきてので報告します。

１つ目は現地の学校への就学支援で、教科書などを配るもの
で着々と進んでいます。２つ目は病院への医療機器の寄贈や
貧困世帯への食糧支援などを計画していました。３つ目はコロ
ナ対策でコミュニティ支援とか生活支援で計画していました。

当初２つ目の支援は２７００地区補助金を、３つ目の支援は当
クラブ有志の支援（募金）を原資と考えていました。しかし、２
つ目の支援の原資を４００万円程確保するため、現地でも調
達することとなりグローバル補助金プロジェクトとして進める意
向がでてきました。グローバル補助金プロジェクトには地区補
助金を原資に使うことができないため、今回３つ目の支援と２
つ目の支援の原資を入れかえることで調整がつきました。

【職業奉仕委員会 / 長谷川会長、土井委員長】

長谷川会長：１２月４日の職業奉仕活動の一環として職場訪
問で「アイランド・アイ」を訪問しますが、矢頭会員には大変ご
配慮を頂きました。お礼申し上げます。

土井委員長：

・夢松原の会よりお礼状が届いておりますので掲示板に貼っ
ておきます。当クラブ関係では１０８人中５０人の参加で改めて
お礼申し上げます。

・１２月４日の職場訪問は現在２８名が参加予定になっていま
す。矢頭さんには格別のご配慮を頂き、手配をして頂いており
ます。ありがとうございます。

【職業奉仕委員会 / 土井委員長】
5回にわたって田中毅パストガバナーの職業奉仕に対するお
考えをご紹介してきました。

彼は、ロータリーの関連資料を保存、提供する「源流の会」を
主催しておられます。有料会員でなくても、お読みいただける
資料が豊富にありますので、ご関心のある方は「源流の会」で
検索して下さい。右ページの脚注1にガイ・ガンディカーRI会長
の言葉を載せておりますが、この会長は1923年9月1日、関東

大震災が起きた際、世界中のクラブに呼びかけ、多額の義捐
金を取り纏めて送ってくれた人でもあります。詳細は「関東大
震災とロータリー」で検索すると「源流の会」の資料が出てきま
すので、ご覧ください。

各委員会報告

新会員紹介

「マイロータリーの登録とZooｍの設定について」
IT・会報・広報委員会
磯本委員長 末秋会員

磯本委員長：
マイロータリーとZOOmオンラインの２つのＩＴの話をします。
大変面倒くさいですが、よろしくお願いします。
このオンラインは、会としても国際的なロータリーの連盟とし
ても、この絆を繋いで行こうとするもので、今後これが定着し
ていくものと思われます。

マイロータリーは、世界のロータリークラブや連盟と１個人が
繋がるものです。現在４４名が登録していますが、まだ２６名
の方が未登録です。是非登録お願いします。
もう１つのZooｍで例会を開くというのは、例会をオンライン
で繋ぎ、会場以外でも参加できるようにすることです。
この２つの世話係として、中村会員（Ａ、Ｂテーブル）、藤田
会員（Ｃ，Ｄテーブル）、曽屋会員（Ｅ，Ｆテーブル）、本山会員
（Ｇ，Ｈテーブル）、磯本会員（Ｉ，Ｊテーブル）、山下（未）会員
（女性会員）にお願いしています。
末秋会員：
ＬｉｎｅとZooｍの登録の話をします。

テーブルの上に２枚の紙を用意しています。その中のＱＲコー
ドからＬｉｎｅとZooｍの登録をお願いします。解らない時には先
程ほどの世話係にお聞きください。

●例会運営について
・１１月２７日（金）の例会は定款により休会です。

・１２月４日（金）の定例理事会は職場訪問のため、１２月
１１日（金）家族懇親会前の１６時３０分より開催します。

株式会社レッツコンサルティング
代表取締役

（紹介者 中山拓哉会員)

【青少年奉仕委員会 / 中山委員長】
・公式訪問の報告（ローターアクトクラブ 松本会長）

１１月１５日（日）ローターアクトクラブにて２７００地区の地区
代表が１年に１回我々のクラブに参加する公式訪問が開催さ
れました。ロータリークラブより長谷川会長、村瀬幹事、中山
先生、中村先生の４名の方に参加頂き、他地区の方々ともど
も非常に面白い内容だったと好評を頂き、大盛会に終わりま

した。現在８名で活動しています。今年は４０周年の記念式典
もあり、思い通りに活動できない時もありますが、長谷川会長
の「ピンチはチャンスだ」という言葉を心に刻み、今後のクラブ
運営をしていきますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いします。
中山委員長：
ローターアクトは現在８名ですが今期３名抜けて５名になり
ます。今回私の言葉として「どうか助けて下さい」。
当アクトは法人会員がいなく、個人会員で構成されています
ので、コロナの関係で会員数を増やすことができていません。
どうか会員としての推薦をお願いします。

【例会運営委員会 / 新納委員長】
コロナ禍の関係でスマイルボックスが目標（１３０万円）の２５％
程度です。「コロナに負けずに頑張ろう」ということで箱を作りま
したのでよろしくお願いします。

【親睦委員会 / 曽屋委員長】
忘年家族懇親会を１２月１１日（金）１８時よりホテル日航福岡
３階都久志の間で開催します。出欠締め切りは今月末までで
す。

安藤直樹会員
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「博多夢松原の会」海の中道松林間伐ボランティア報告
【社会奉仕員会 / 委員 松尾幸靜会員】

・１１月７日（土）海の中道海浜公園内の松林の間伐作業を行いました。当日は少し小雨に降られましたが、
１０８人の参加で福岡東南RCからは、元気いっぱいの長谷川会長と佐々木理事はじめ会員・奥様、福岡
東南RACの皆さん（１５名）、山下会員の綜合警備保障㈱（２８名）、田代会員の西日本空輸（株）（１３名）
からと５６名の参加を頂き予定通り実施されました。全体で１０８名の参加でしたが、福岡東南RC関係者が
半数以上で地域で最も社会奉仕に貢献するクラブの有言実行が示されたと感じました。

広葉樹が生えるため、松葉かき作業が必要です。

※次回は海の中道で、松苗の植林作業が３月６日（土）
に予定されています。
今回に懲りず、奮ってご参加ください。

※集合写真は次ページに掲載

合 計 ６２，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 ３８１，０００ 円 達成率 ２９，３ ％

間伐材は太いもので樹齢２０年、松ヤニで鋸が動かなく
なり、思いのほかきつい作業でした。 何かのツルが熊手に絡んで、結構大変。
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＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】有難うございました。
＜例会運営委員会/小林会員＞

（１０月３０日）
RI第２７００地区米山記念奨学委員会
島 信英様 卓話謝礼をスマイルに頂きました。
（１１月６日）
長谷川裕一君 台北中央RC創立３５周年の為のビ

デオ撮りの準備有難うございます。
佐々木健一君 ７１才になります。

今後とも障害者をお願い致します。
亀山みゆき君 娘が婚約しました。明日結納です。
中村 勇治君 Fテーブル会小林さんお世話になり

ま した。佐々木さん切符有難うござ
いま した。

松尾 幸靜君 小林さんテーブル会美味しく頂きまし
た。少し大きな声で話してしまい反省
してます。

清原 一貴君 Fテーブル会とても楽しかったです。
有難うございました。

小林 宰君 長谷川会長、村瀨幹事、中村さん
Fテーブル会へのご参加有難うござ
いました。楽しいひと時を過ごすこと
ができました。

中山 拓哉君 会長、幹事、理事の皆様Dテーブル会
での楽しいひと時を有難うございまし
た。テーブル会中のソフトバンクホー
クスの優勝サプライズは最高でした。

長野 益徳君 欠席が続きました本日も早退します。
松尾 新吾君 所要の為早退致します。申し訳ありま

せん。
西 洋一君 誕生祝ありがとう。

佐々木健一君 長谷川会長指名委員会ご苦労様で
した。松尾会長パイン会楽しくお酒
を頂きました。有難うございました。
みなさん、夢松原の会のボランティ
ア活動ご苦労様でした。

A-2テーブル・ネパールプロジェクトGG委員会
残金スマイルへ

松尾 幸靜君 ７日のはかた夢松原の会の松の間
伐、松林の清掃に多くの方にご参
加頂きました。特に山下（恒）会員、
田代会員の企業の方々のご参加
有難うございました。

河内 美香君 台北中央ロータリークラブへのビデ
オメッセージ完成しました。
皆様ご協力有難うございます。
VIDEOの作成はすべてニックさん
です。ありがとう。

新納 洋君 スマイルBOXのご協力よろしくお
願いします。

井上 秀文君 木下さん、Gテーブル会有難うござ
いました。楽しい一時を過ごす事が
できました。

為永 和博君 先日のGテーブル会有難うございま
した。楽しい時間を過ごせました。

安藤 直樹君 本日より入会致します。よろしくお願
い致します。

筒丸 貴行君 長谷川会長、昨日は有難うござい
ました。

門岡 慎治君 松の間伐作業お疲れさまでした。
田中浩さん同乗させて頂き有難う
ございました。

吉田ひろみ君 誕生祝ありがとう。
村瀨廣記君、北川忠嗣君、田中 浩君

早退します。
（１１月２０日）
長谷川裕一君 ローターアクト公式訪問盛会おめで

とうございます。


