令和２年１２月１８日（№．１４）
２０２０～２０２１年度 国際ロータリー会長
ホルガ―・クナーク

No．2302

福岡東南ロータリークラブ

週報

2020～2021年度 国際ロータリーのテーマ

会 長 長谷川 裕一
副会長 津 上 賢 治
幹 事 村 瀨 廣 記

創
立 ／ 昭和 ４５年 ２月 ６日
事 務 所 ／ 福岡市博多区住吉１－２－８２ グランドハイアット福岡Ｂ２
ＴＥＬ ０９２（２８３）８８７８ ＦＡＸ ０９２（２８３）８８７１
Ｅ-ｍａｉｌ：ftonanrc@fukuoka-serc.org

HP : http：//fukuoka-serc.org
例 会 場 ／ グランドハイアット福岡
例 会 日 ／ 毎週金曜日 １２：３０

ROTRY CONNECTS THE WORLD

ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４

会長報告

■本日の例会プログラム
●ロータリーソング（四つのテスト）

・ロータリーの精神は奉仕、人生の一つの目的も奉仕です。
なぜ奉仕なのかは皆さん十分ご承知と思います。
この世の中は一人では成り立っていません。仏教では縁
起という思想があります。縁起とは持ちつ持たれつ此があ
れば彼があり、此がなければ彼がない、との意味です。
「すべての存在は関わり合っている」ということです。
もう一つは、個と全体の関係です。全体があるから個があ
り、それぞれの個が単に集合しただけでは全体になりませ
ん。個々の存在が互いに関わり合っている、その「関わり
合いの総体」が全体であると仏教では考えるのです。網目
が一つでも欠けたら、それは網にはなりません。奉仕の根
幹は人間存在の根幹です。おかげ様の裏返しになるという
ことです。

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介
●会務報告
●各委員会報告
●誕生日の歌
●卓話
「年次総会」

■次回卓話（１２月２５日）予定
「休会」
※定款第7条第1節Ｃにより

幹事報告

■次々回卓話（２０２１年１月１日）予定
「休会」

・定款細則を配布しております。

※定款第7条第1節Ｃにより

・１２月１１日（金）の例会はお昼の例会を変更して、１８時
よりホテル日航福岡３階都久志で忘年家族懇親会を開催
します。尚、当日の定例理事会は１６時３０分より４階オー
キッドにて開催致します。

■前回例会の記録（１２月４日）
◇出席報告
当

日

１２月４日

会員総数
７４名
免除会員数（９名中）
６名
出席会員数
５０名
ゲ ス ト
０名
ビジター
１名
合
計
５７名
出 席 率
７８．８７％

出席委員長
前々回

１０月３０日

会員総数
７２名
免除会員数(９名中）
７名
出席会員数
４６名
メークアップ
１７名
欠席会員数
０名
合
計
７０名
修正出席率
１００％

・１２月１８日（金）年次総会・１２月２５日（金）の例会は休
会です。
・RI第２７００地区第４グループインターシティミーティング
が２０２１年２月１３日（土）１３時より天神エルガーラホール
にて開催されます。出席義務者の参加については会場か
オンライン出席かを選択して、事務局まで出欠を至急お知
らせ下さい。
・第２７００地区より、日本のロータリー１００周年記念特別
研修会・歓迎祝賀会のご案内を全会員に配布しておりま
す。出欠については回覧致しますので記入下さい。

「疾病予防と治療月間」
●ブルークリスマス
ピ
ア ●戦場のメリークリマス / 坂本龍一
ノ
演 ●アヴェ・マリア / シューベルト
奏
曲 ●クリスマス・イブ / 山下達郎

４日（金） 職場訪問アイランドアイ（例会終了後）

今 １１日（金）定例理事会 16時30分～17時30分
月
4階オーキッドルーム
の
「忘年家族懇親会」１８時～（中止）
行
事 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

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

まず、本日の「物作りから空へ」という題についてですが、物
作りは私が入社してから経験してきたこと、空へというのは西
日本空輸にてヘリコプターの事業に携わってきた経緯でこの
ような題をつけました。

新会員報告
大久保悠祐会員
株式会社プランクトンR
代表取締役

私の生まれは長崎県波佐見町です。父親が小学校の教員を
しており、3歳から小学校中学校まで長崎県福島町にて過ごし
ました。高校は長崎市内の長崎南高校です。長崎は離島から
越境入学を受け入れており、それを利用しました。大学は長崎
（紹介者 亀山会員）
大学土木工学科を51年4月に卒業し就職を考えていましたが、
オイルショックにて困難でした。そこで九州大学の大学院に進
みました。
そこから九州電力に入社し本店に2年おりました。それから天
山発電所にてダム工事に9年携わり、平成に入り本店に戻り6
年おりました。その後宮崎の小丸川揚水発電所にて9年建設
各委員会報告
工事に携わりました。4年後、耳川水力整備事務所にまいりま
した。17年の台風19号により、耳川水系が大変な浸水被害を
【親睦委員会 ： 曽屋委員長】
受けました。天山ダムの時期が建設、ものづくりの時期でした。
来週１２月１１日１８時より忘年家族懇親会です。
20年7月より原子力発電再稼働に伴う地域対応に携わってき
今年は余興というわけにもいかないので、ダリルスミス
ました。30年の6月より西日本空輸にまいりました。
さんのライブを予定しています。皆様どうぞお楽しみに。
物作りの時代は無機質材料を対象に、妥協無しとの信念で携
わってまいりました。が、平成20年からは地域対応にて人間を
【姉妹クラブ委員会 ： 石川委員長】
相手にする業務となり妥協やむなしと思うようになりました。
来年６月開催予定の国際大会＠台北のご案内です。
非常にギャップが大きかったです。22年間が建設現場、30年
私どもで企画したツアーと、九電旅行サービスとのツ
が物作り、10年が人間を対象とした仕事をしていました。
アーがあります。
ここで最近の揚水発電所の話をしようと思います。揚水発電所
１２月１０日締切ですので、宜しくお願いします。
は蓄電池の代理として夜間電力を蓄積し昼間に利用するとい
うのが当初の目的でした。が、太陽光の普及が進み昼の需要
［職業奉仕委員会 ： 土井委員長］
を超え発電されるようになり、今では夜に昼の余剰電力を利用
今日から佐藤千壽パストガバナーのお話です。
するという逆の使用に変わりました。
右のページの真ん中あたりに「経営者の目的はなんだ・・・」 ダムにはアーチ式、重力式コンクリートダム、バットレスダム、
で始まる発言を引用し、今年7月に配布した松下幸之助氏 ロックフィルダムなど色々な種類があります。今、利水ダムを治
の職業奉仕に対する考えに噛みついています。
水ダムに活用することを菅政権が検討しています。利水ダムを
ポールハリスの先祖はメイフラワー号に乗ってきたピューリ 治水ダムに活用するためには、大雨が降らなかった際、利水
タンです。彼らにとって職業とは、神から与えられた仕事、 の保証をしなければいけません。また、放水設備の増設が必
まさに天職なので、その仕事に没頭することがそのまま神 要となります。最後に洪水処理操作規定を策定しなければい
への信仰になります。仕事の結果、利益が出ようが、
けません。この条件をクリアすることにより、初めて利水ダムを
出まいが、それは神が予め決めていることで、人が目指す 治水ダムに活用することができます。国と利水者との連携が必
ものではないと考えます。ところが松下氏は「利潤というも
須なのです。
のがどの程度職業奉仕をしたかのバロメーターになる。」と 次に空への話です。
の発言をしているのでそこを批判しています。
西日本空輸は昭和28設立にて私と同じ67歳です。
当時、九州電力、西日本鉄道、西日本新聞社、3社で作っ
卓話
た会社です。
現在は九州電力の資本が55％にて九州電力のグループ
「物作りから空へ」
会社となっています。
主な事業は九州電力関係の送電線巡視、輸送、空中架線、
西日本空輸株式会社
航空写真測量、報道取材、ドクターヘリ、九州地方整備局、
代表取締役社長 田代 幸英会員 山口県消防防災ヘリの運航です。割合は九州電力関係が3
割、ドクターヘリが3割程度です。
保有状況は、20機保有、2機受託しています。
ヘリコプターは4つの力を組み合わせて飛びます。頭上の大
きなプロペラ、メインローターを回転させ飛ぶのですが、これ
だけですと反作用が働き逆方向に回転してしまいます。それ
を補うためにテールローラーが後方に付いており安定させて
飛びます。
一昨年10月に入会し昨年の秋にイニシエーションスピーチ
飛行場の特徴として、耐空検査というものがあります。車でいう
の話がありましたが、事務所移転がピークを迎える時期に
と車検のようなもので、年に1度1、5か月から2か月程あります
て今年の4月に設定いただきました。
。また、夜明けから日没までの有視界飛行が原則で、操縦士
が、コロナ禍にて休会になり本日となった次第です。
の乗務は8時間以内との制限があります。
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最近、操縦士や整備士が不足しています。エアラインも
全く同様です。当社では操縦士は自衛隊、海上保安庁
出身者を採用しています。整備士は専門学校から採用
しています。また最近ヘリコプターの価格が上がってき
ており、パーツ交換も高価になってきています。さらに、
ドクターヘリのように待機し飛ぶ事業が増加しています。
弊社は今年3月26日に福岡空港から奈多ヘリポートに
移転しました。場所は雁ノ巣リクリエーションセンターの
すぐ隣です。昔雁ノ巣飛行場があった場所に新たにへ
リポートができ移転いたしました。このヘリポートの中に、
弊社西日本空輸、福岡県警、福岡消防局、HNK関連の
オールニッポンヘリコプターという会社が入っております。
ドクターヘリは重症傷病者の救命率の向上と、予後の
改善が目的です。ドクターヘリには医師、看護師、操縦
士、整備士と4名で乗ります。

地上では運行管理者がおり、指令を受け出します。
ドクターヘリ出動の流れは、まず救急現場に救急車が出動、
緊急の傷病者がいる際に消防本部に連絡が入り、基地病院
にドクターヘリ出動依頼が入ります。
そこで各県数十か所設置されているランデブーポイントにて
救急車から患者をピックアップします。最近は病院間の患者
移送も行っております。
ドクターヘリは全国で53機あります。弊社は福岡県、佐賀県、
大分県、熊本県、宮崎県を網羅しており、1日2，3回飛んでい
ます。私の今までの人生ですが、前半は無機質な物作りに携
わっており、人間関係構築があまり得意ではありませんでした。
が、ロータリーに入り皆様のお話を伺い、非常に勉強になって
おります。今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。

Jテーブル会
Jテーブル会は10月20日。本郷さんのお世話で、天神の華都飯店にて行われました。まず料理が
大変美味しかったのが印象的でした。
参加者は11名、写真にありますよう会長をはじめ、幹部の皆様のご参加を頂戴しまして、楽しい会
でした。長野さんのお酒差し入れもありました。話題は「世界情勢」が多く。天下国家、を語らせたら、
止まらない面々でしたので、正論の嵐が吹きまくり、まるで国連総会のようで、あっ、という間の2時
間でした。
（磯本会員）

合

計

スマイル箱目標額
累

計

３４，０００円
１，３００，０００円

４１５，０００ 円

達成率 ３１．９％
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Ｇテーブル会
11月6日（金）長谷川会長のご参加をいただき、天神のシャトー飯店にてテーブル会を開催
しました。
全員に５～10分ほど近況報告のスピーチをしてもらいました。9名の参加者が一体感を持
って、和気あいあいと語り合うことができました。
2月以来、初めての懇親会という方もいて、大変に盛り上がりました。 （木下会員）

＜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 / 新納会員＞
長谷川裕一君 矢頭様、アイランドシティに素晴らしい
ホテル開業おめでとうございます。
佐々木健一君 ソフトバンク優勝おめでとうございます。
１２/２曽津とバンクサポートクラブの総
会無事終わりました。
田代 幸英君 １１月２８日はむす円の結婚式でした。
コロナ禍の中、無事終えることができ
ました。感謝です。
中村 勇治君 筒丸さん、Ｃテーブル会お世話になり
まし た。
磯本さん、オトン有難うございます。
筒丸 貴行君 先日のＣテーブル会有難うございまし
た。長谷川会長、村瀨幹事、中村次期
幹事有難うございました。

岡

弥生君

佐々木さん、先日は有難うござい
ま した。
山下 未笑君 Ｃテーブル会、筒丸さんふぐ美味
しく いただきました。
長谷川会長、村瀨幹事有難うご
ざいました。
犬塚 雅彦君 先日初めて出席できませんでし
た。
大久保悠祐君 入会させて頂きました。
末秋
聡君 今週から補聴器をつけて生活し
ています。
色々なれませんが、今後とも
よろしくお願い致します。
本日のアイランドアイ訪問楽しみ
にしています。
安藤 直樹君 今日も元気です。
池内比呂子君 欠席が続きました。
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【職場訪問】
2020,12,4（金）例会終了後、25人でアイランドアイを訪問しました。
皆さんのご参加に感謝申し上げます。
ホテル「THE358」のコンセプトは、「三世代が楽しめる五感を刺激する八方見渡せるSORAとUMI
この体験は、気持ちを高揚させる」です。

スイートルーム

大浴場

ファミリースイート（ゴルフサーキット）
福岡アイランドシティ
フォーラム
ホテルに直結する
ホールとカンファレン
スルーム
歌劇ザ・レビューハウステンボス

ショッピングモール

「おむすびの里」でおむすびと卵焼きをごちそうになり、お土産まで
頂戴しました。地域に根差し、核となってアイランドシティを更には
福岡市を益々発展させるだろうと思いました。
矢頭さん、格別のご配慮を頂き、心より感謝申し上げます。（土井）
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