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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
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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

●誕生祝

●卓話・・・録画（予定）

「イニシエーションスピーチ」

会員 為永和博君

（株式会社FFG保険サービス 代表取締役社長）

■次回３月１２日予定

「ロータリーとローターアクトとの合同夜間例会」

18時30分 ： 3階ボールルーム
（お昼の例会はありません）

■前回例会の記録（１月８日）

◇出席報告 出席委員長

当 日 １月８日 前々回 １２月１８日

会員総数 ７３名

免除会員数（９名中） ４名

出席会員数 ３７名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ４１名

出 席 率 ６０．２９％

会員総数 ７４名

免除会員数(９名中） ４名

出席会員数 ４１名

メークアップ ２４名

欠席会員数 ０名

合 計 ６９名

修正出席率 １００％

●なごり雪 / 伊勢正三

●ジェルソミーナ / N.ロタ

●卒業写真 / 荒井由美

●すみれの花のさく頃
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会長報告

幹事報告

・あけましておめでとうございます。昨年は激動の一年となりま
したが、今年はさらに苦しい年になると思います。しかし、ロー
タリーの皆様は互いに信頼の輪で手を携えて励ましあい、精神
的にも豊かで心から誇りに思える、本当の意味での新しい日
本国を創り上げていく、そのような年になるようにと思っており
ます。

・本日は久しぶりにグランドハイアット福岡に戻って参りました。
学校が休校になっている、そんな中でたくさんの方々にお集ま
り頂いたことに心から感激しております。会員を大切にし、互い
に励ましあって、より良き国づくりに励んでいく、奉仕の輪を広
げていく、ロータリークラブの精神に改めて私自身が喜びを感
じております。

・前会長の佐々木会長のお母様が94歳で逝去されました。家

族葬とのことでしたので、会員の皆様を代表して実家のある鞍
手町にお参りさせていただきました。本当に苦労をなさった方
はお顔が清らかで美しい、そんな心がそのままお顔に表れて
おり、安らかに眠っているお母様にご挨拶ができたことに心か
ら感動致しました。

①2700地区大会について

4月24日（土）25日（日）で地区大会が開催されますが、前日
の23日（金）に記念ゴルフ大会もございます。

地区大会についてはコロナ過で人数制限がされておりますが、
ゴルフについてはオープン参加となっておりますので、ご希望
の方がいらっしゃいましたらご連絡をお願いします。

②今期の例会会場の一覧について

他のホテル会場の予定がありますが、正式に決まりましたら
事務局から連絡させていただきます。

③1月15日（金）の例会について

休会となりますのでお間違いないようご注意ください。

「水と衛生月間 」
世界ローターアクト週間（13日を含む1週間）

５日（金）誕生祝・定例理事会（例会終了後）
１２日（金）「RC・RAC合同夜間例会」

18時30分～
１３日（土）はかた夢松原松苗植樹

９時４０分：海の中道海浜公園
１９日（金）「休会」

定款第７条第１節Cにより

(2月19日現在）マイロータリー登録率 71.23%

mailto:ftonanrc@fukuoka-serc.org


『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

【親睦委員会 ： 曽屋委員長】
先ず初めに、昨年はホテル側の都合により別会場での例
会開催となり皆様にご迷惑お掛けしましたことをお詫び申
し上げます。

・1月誕生会員 おめでとうございます。

４日北川 忠嗣君 ６日田中 弘通君

１１日犬塚 雅彦君 １３日井上 正君

１５日松尾 幸靜君 １６日土井 通誉君

２４日伊藤 桜子君 ３０日秋庭 一郎君

３１日渋田 誠一君

【職業奉仕委員会 ： 土井委員長】

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】ありがとうございます。
＜例会運営委員会 /山下会員＞

長谷川裕一君 新年おめでとうございます。グランド
ハイアットホテルでの再開有難うござ
います。

片山健二郎君 ２人目の孫が１１月に生まれました。
亀山みゆき君 １月３日に娘が入籍しました。結婚式

はコロナが落ち着いてになりますが、
ひとまずホッと致しました。

末秋 聡君 明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い致します。私事です
が、家族がバリ島に飛び立ち無事入
国できました。また一人暮らしです。

中村勇治君 明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。

清原一貴君 明けましておめでとうございます。賀状
有難うございます。本年もよろしくお願
い申し上げます。

田代幸英君 明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いします。

新納 洋君 本年もコロナに負けず頑張りましょう。
スマイルBOXもよろしくお願い致しま
す。

土井通誉君、松尾幸靜君、北川忠嗣君
誕生祝ありがとう。

スマイル募金箱より

ゴルフ会

合 計 ３５，０１０円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 ４７５，０１０円（1/8） 達成率 ３６．５％

令和２年１２月１９日（土）２０２０年度 第２回ゴルフ例会を
北山カントリークラブで開催しました。
寒い日でしたが、ケガもなく楽しい会となりました。
優勝は、山下恒夫会員でした。

今月は、職業奉仕月間なので、クラブが所有するDVDをご覧
いただきたいと思います。7年前に地区大会のホストクラブを
務めた際に、坂本幸地司法制大学教授に講演会の講師を
お願いしました。
坂本先生は当時「の品で一番大切にしたい会社」という本を
出版されており、現在第7巻まで出ておりますが、本日は、
その第1巻に登用した伊那食品株式会社の塚越寛会長の
お話をご紹介いたします。寒天製品の製造をしている会社で
福岡では梅公園に「かんてんぱぱショップ」の名前で出店され
ています。74分の講演内容を20分足らずに編集しております
ので、全体を通してご覧になりたい方は、DVDを貸し出し致し
ますので、手島さんまでご連絡下さい。



『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”
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２０２１年２月１９日（金）ZOOM例会ご報告

会長報告

・コロナ禍の中、例会休止が続いていますが、皆さん
お元気でしょうか、このコロナ禍の間にも新しい試みと
して、卓話録画のＨＰ公開や、今日は更に初めてのオン
ライン例会を企画していただき、関係者の皆様方には
感謝を申し上げます。

・１月１９日にはマディアプール・シミ市立ネパール韓国
友好病院へ人工呼吸器の贈呈式をオンラインにて行
いました。
この素晴らしい活動がコロナ禍においてもとり行えたこと
に感動しています

・ネパールプロジェクトも着実に成果を上げていただい
た、深澤委員長にはお礼を申し上げます。

・コロナの影響は今後も続くが、会員の皆様には例会
運営へのご協力をお願い申し上げます。

幹事報告

コロナ禍の最中でありますので、ロータリーの活動にも、
変化があります。以下ご報告いたします

《中止および変更決定のお知らせ》
・２月のインターシティミーティング、特別研修会は中止
・３/３日台ロータリー親善会議福岡大会は中止、
３/２１福岡東南RAC40周年事業は５/２３へ延期
・６/１２～１６ 台北でのRI国際大会はバーチャル開催
へ変更

《予定の動向のお知らせ》
・４/２４～２５ 地区大会は３/２０ 開催可否の最終決定
・３/５例会 当面の行事予定は、３/１２ローターアクト
合同夜間例会です。
それまでのコロナ対応への、しっかりとした自己管理を
お願いいたします

ネパールプロジェクトGG 深澤委員長

・プロジェクトはコロナ禍の影響で休止、補助金は既に
入金され、現地で管理をしてもらっています。

・子どもたちへの就学継続支援を実施
・コロナ対策支援事業として、マディアプール・シミ市へ
医療機器を寄贈し、１/１９の寄贈式には、長谷川会長に
リモートで参加いただきました。

各委員会報告

1）クラブ奉仕委員会 門岡委員長

・マイロータリー登録状況は本日時点で、５２名/７３名
７１.２３％で、２７００地区６１クラブ中５番目となりました。

・１/８塚越さんの卓話から始めた卓話動画、２２日犬塚
さん、２９日柴田さん、２/５安藤さんのイニシエーション
スピーチ動画の視聴回数は７０数回～１００数十回と順
調です。

本日の卓話は磯本会員「漢方で素敵な人生」をアップし
ています。

2）例会運営委員会 新納委員長

初めてのオンライン例会にご参加ありがとうございます。
今回は初回ですが、回を重ね更なる改善をおこない、
よりよいオンライン例会にしていきたいと思います。
今後もご協力をお願いいたします

3）社会奉仕委員会 亀山委員長

・現在、社会福祉法人への支援として地区補助金の活
用を検討中です。

・「はかた夢松原の会」から、松苗植樹への参加案内が
きました。会員の皆様へは通知済でございます、奮っ
てご参加をお願い申し上げます。


