
四
つ
の
テ
ス
ト

福岡東南ロータリークラブ

週報
会 長

副会長

幹 事
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 ＴＥＬ ０９２（２８２）１２３４
例 会 日 ／ 毎週金曜日 １２：３０

２０２２～２０２３年度国際ロータリー会長
ジェニファーE.ジョーンズ

ピ
ア
ノ
演
奏
曲

今
月
の
行
事

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

土 井 通 誉

松 尾 幸 靜

河 内 美 香

2022～2023年度国際ロータリーのテーマ

令和４年７月１日（№．1） No．2356

■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

●卓話

「２０２２年度会長・幹事就任挨拶」

会長 土井通誉君

幹事 河内美香君

■次回卓話（７月８日）予定

■前回例会の記録（６月２４日）
（６月２８日現在）マイロータリー登録率 74.6%

◇出席報告 出席委員長

当 日 ６月２４日 前々回 ５月２７日

会員総数 ７５名

免除会員数（９名中） ６名

出席会員数 ５０名

ゲ ス ト １名

ビ ジ タ ー ０名

合 計 ５７名

出 席 率 ８０．００％

会員総数 ７４名

免除会員数(９名中） ３名

出席会員数 ４３名

メークアップ ５名

欠席会員数 １７名

合 計 ６８名

修正出席率 ７７．２７％

・ ４月１０日（金）開催の第２７００地区 地区大会より、
福迫 隆会員にロータリー財団大口寄附の表彰状が届きま
したので、お渡し致します。

・ １７日入会の菊池克成さん合同会社VIEL代表社員を再度
紹介致します。
・ ゲストはご入会予定の長尾成美様です。

１日（金） 「会長・幹事就任挨拶」
定例理事会：例会終了後 3階卯月
クラブ協議会18時：3階グランドボールルーム

８日（金）誕生祝
「理事就任挨拶」
「各委員会委員長就任挨拶」

１５日（金） 「各委員会委員長長就任挨拶」
２９日（金）「納涼家族懇親会」１８時

（お昼の例会はありません）

●オー・ソレ・ミオ / カプア

●青葉城恋唄 / さとう宗幸

●見上げてごらん夜の星を
/ 中村八大

●ノスタルジー/クレイダーマン

次期幹事報告

幹事報告

会長報告

・ ２０２１-２０２２地区大会ビデオ配信のお知らせが届きました
のでお知らせいたします。
パスワードが必要ですので、掲示板に掲載致します。

・ ７月１日（金）例会終了後、第一回定例理事会を開催致しま
すので理事会会員はご出席ください。

なお、当日１８時よりグランドハイアット福岡３階ザ・グランドボ
ールルームDにて、２０２２年度最初のクラブ協議会を開催致し
ますので、理事・役員・各委員長は出席ください。

「２０２２年度理事就任挨拶」

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 小林 宰 ： 副委員長門岡慎治： 委員 ：柴田典昭 ・坪川慎二・川崎勝彦・為永和博

＜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 /会員＞

津上賢治君 この一年間未熟者の私を支えて頂き、また
クラブ運営にご協力頂き有難うございました。
会員の皆様に、心からお礼申し上げます。

中村勇治君 本日、年度最終例会です。一年間皆様のお
陰で無事運営出来ました。
有難うございました。

土井通誉君 津上会長、中村幹事、一年間お疲れ様でし
た。心より敬意と感謝を申し上げると共に
次年度も変わらぬご指導を賜ります様お願
い申し上げます。

河内美香君 津上会長、中村幹事一年間大変お疲れ様
でした。7月から幹事として、励みます。

志岐賢剛君 津上会長有難うございました。
お疲れ様でした！

末秋 聡君 2021年度のRC最終日に参加できて
良かったです。2022年度もよろしくお願
い致します。

濱野良彦君 津上、中村幹事一年間ご苦労様でした。
有難うございました。

為永和博君 津上会長、会長職一年間お疲れ様で
した。「会長の時間」を毎回楽しみにし
ていました。数多くの海外での経験談
をお聞かせいただき有難うございまし
た。

磯本昌章君 暑中お見舞い申し上げます。

２０２１年度会長・幹事退任挨拶

「退任挨拶」 津上賢治 会長
※ 次ページ以降に掲載しています。

・ 改めて少しだけ自己紹介をします。
設備関係の機器類の販売卸などを行
っているＦＦＦホールディングスとリフォ
ームを行う子会社の代表を務めてい
ます。ロータリーにデビューしてちょうど
１０年目になります。中学で柔道、高校

でラグビー、大学で合唱団、社会人に
なり再びラグビーを始め、４５歳までプレーしていました。
・ 会員同士の親睦の強化を図るため、コロナ禍の中Ｗｅｂを

活用して会員相互の交流が途切れないようオンライン例会
を実施することができました。特に門岡理事と山下委員長に
はものすごくご尽力頂き本当にありがとうございました。

・衛星クラブの設立については、皆さまのご協力により１２名
の会員を集められ、なんとか年度内に作ることができました
ありがとうございました。

・社会奉仕活動については、福岡マラソンが中止になりまし
たが、松原の植樹や間伐については皆さまのご協力のおか
げで実施することができました。また、トライアスロンボラン
ティアをできるようになりうれしく思っています。

・台北中央ロータリークラブとの友好については、リアルな
交流はできませんでしたが、動画メッセージの配信やZoom

での参加ができ来年は是非参加したいと思います。
・ ７月１日から山笠が始まりますが、コロナを吹っ飛ばす勢
いで頑張ります。どうもありがとうございました。

【 ロータリー財団委員会 大格委員長】
・ポールハリスフェロー 片山健二郎会員にピンを
津上賢治会長にフォルダーとピンをお渡しします。

【 社会奉仕委員会 畑中敬史会員】
・６月２６日（日）に開催されます福岡トライアスロンには選
手４０３名、当クラブからはボランティアで２０名の方に参加
いただきます。ありがとうございます。
当日は、各自熱中症対策をお願いします。

【 退会挨拶 田代会員】
・ロータリーに４年前に入り、まず５０周
年記念イベントに参加できたことは素
晴らしい体験でした。
振り返ると、皆さまとの出会いに感謝
するとともに、様々な貴重な体験といろ
んな方と話す中で、多くのことを学ばせ
て頂きありがとうございました。
後任の長尾氏をよろしくお願い致します。

各委員会報告

中村勇治幹事退任挨拶

長谷川裕一君木下先生ご出版おめでとうございます。
田中雄二君 木下さん本有難うございました勉強致

します。
ニック・サーズ君 今週頭に、九州運輸局から委嘱を

受け、国土交通省九州運輸・観光ク
リ エーターに就任しました。これから
も九州の魅力をたっぷり 国内外へ
向けて発信していきます！

北川忠嗣君 ６月１８日（土）本年度第4回目のゴル
フ例会を開催しました。梅雨入りしたと
は思えない快晴に恵まれ、ゴルフには
申し分のない絶好のコンディションの
中での開催となりました。ゴルフ例会
にご参会頂いた会員の皆様有難うご
ざいました。

中武 司君 第4回ゴルフ例会、隠しホールのお陰
で優勝させて頂きました。大変楽しい
一日有難うございました。後半の北川
さんの追い上げ怖かったです。

山下恒夫君 皆様一年間有難うございました。
福迫隆君、村瀨廣記君、渋田誠一君、木下敏之君、
安藤直樹君、北川忠嗣君曽屋仁司君、松下陽祐君
片山健二郎君 お誕生祝ありがとう。



『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 小林 宰 ： 副委員長門岡慎治： 委員 ：柴田典昭 ・坪川慎二・川崎勝彦・為永和博

〇お陰様でこの１年間、非常に楽し
く会長職を務めさせていただくこと
ができました。これもひとえに、会員
の皆さんのご指導、ご支援、ご協力
の賜物です。会員の皆さん全員にま
ずは、心からお礼申し上げます。
〇会長として心掛けたことは、楽しい
例会の運営ということでした。
会長挨拶では、私の海外での様々な
経験を通じて、私自身が学んだこと、

感動したことなどをご紹介することで、皆さんに楽しいランチ
タイムを過ごしていただければと思いました。１年間約３５回
分のテーマ探しに苦心しましたが、何とか先週終了し、ほっと
しているところです。皆さんも１年間お付き合いいただき有難
うございました。
〇私がこの１年間、会長としてロータリー活動に取り組んだ
結果、いくつかの新たな学びがありました。
①まずは、自分の職業や奉仕活動を通じて、社会のお役に
立つことの大切さと、それを実践するロータリー活動の意義
を改めて認識したことです。
②二つ目は、昨年のパラリンピック東京大会の観戦を通じて
障がい者にとって、パラリンピックに代表される競技活動へ
の参加が、如何に大きな生き甲斐になっているかを再認識し
たことです。パラリンピックの父、グットマン博士の「失ったも
のを数えるな。今あるものを大切にせよ。」と言う言葉は、本
当に名言だと思います。このことは、障がい者はもちろんの
こと、健常者にとっても、極めて大事なことだと思います。
③三つ目は、DEI（Diversity、Equity、Inclusion）という言
葉に出会ったことです。具体的に言えば、多様な人々に公平
に接し、全員を仲間として取り込む、ということだと思います。
これは、社会の在り方の基本理念だと思いますので、これか
ら私も、このことを大事にしていきたいと思っています。
〇今年度は、当クラブ全体として各方面で新たな進展があり
ました。各委員会において委員長はじめ皆さんが、年度当初
に立てた計画に基づき、前向きに取り組まれた結果、クラブ
全体として大きな成果を上げることができました。ここで、少
し長くなりますが、委員会毎に主な成果を振り返って見ます。
・長期計画委員会
長谷川直前会長が委員長を務められました。本年４月に１
２名の創立メンバーにより衛星クラブが立ち上がりました。そ
の後、順調に活動を行っています。中村幹事兼設立準備委
員長の旗振りに会員の皆さんが協力していただき、実現しま
した。これは、非常に大きな成果だと思います。これから当ク
ラブとして、衛星クラブが活発な活動ができるよう全面的に
支援していきましょう。
・会員増強・選考委員会
長野委員長の強力なリーダーシップの下、アクションプラン
を作成し、そのアクションプランに基づき、IT・会報・広報委
員会と共同で会員勧誘パンフレットを作成し、強力に新会員
の勧誘に努めていただきました。その結果、女性や若手を含
む９名もの新会員を迎えることができました。これはコロナ禍
での実績としては、非常に素晴らしい成果だと思います。
６月末の会員数は、最長老の井上正会員のご逝去や、体調
不全などにより退会される方がおられたので、純増４名で７５
名となる見込みです。

・社会奉仕委員会
亀山委員長のリーダーシップと会員の皆さんのご協力
のお蔭で、様々な奉仕活動を行うことができました。
①第一に、「ロータリー奉仕デー」のイベントとして、「ゴ
ールボール体験競技会」を2700地区第４グループの全
クラブ共同で開催しました。この競技会には、福岡地区
の高校生が参加し、DEIを体感できる意義のある行事に
なったと思います。
②次に、社会福祉法人「明日へ向かって」への映像発信
機器を贈呈しました。この機器を使って、昨年の忘年家族
懇親会でオンラインでガムラン演奏を聞かせてもらいました。
③三つ目に、２７００地区からの呼びかけに応じて、ウクラ
イナ緊急支援として当クラブから７０万円を拠出しました。
④四つ目は、当クラブ５０周年記念式典で演奏していただ
いた、ウクライナ出身演奏家ナターシャ・グジーさんへ、
会員の皆さんが折った折り鶴を、亀山さんが「千羽鶴」にし
て、贈呈しました。
⑤五つ目は、恒例の「博多夢松原」の間伐作業へボランテ
ィア参加しました。
⑥そして、六つ目は、明後日の志賀島での「福岡トライアス
ロン大会」のお手伝いにボランティア参加することです。
参加される皆さん、よろしくお願いします。
以上の活動により、当クラブの目標である「奉仕のトップラ
ンナーになります」を実践できたのではと思います。
皆さんのご協力に心から感謝申し上げます。
・例会運営・クラブ管理運営・クラブ奉仕・出席の各委員会
山下委員長と門岡委員長が中心となり、コロナ禍で発生
する様々な課題に対して、ITの活用による的確な対応を
していただき、円滑な例会運営が実現できました。
緊急事態宣言下とまん延防止措置下では、オンライン
例会を実施せざるを得ず、一部の会員にはご不便をお掛け
しました。実例会のオンライン同時配信によるハイブリッド例
会や、濱野理事から提案いただいたオンライン例会でのスマ
イルボックスも実現しました。また、出席委員会の皆さんには
毎回の例会に早くから来て、出席者の受付をしていただき
有難うございました。
・IT・会報・広報委員会
末秋委員長の下、会員勧誘パンフレットの作成、卓話
のYouTubeアップ、LINEでの情報の発信と共有化など新
しい試みを次々と実行に移してしていただき、大変有難う
ございました。また、週報の作成もお疲れ様でした。
・プログラム委員会
木下委員長が、田村副委員長と共に当初立てられた方
針に基づき、卓話をアレンジして下さいました。そのお陰で、
心に響く感動的で楽しい話を聞かせていただきました。
また、新会員のイニシエーションスピーチも入会後、間を
置かずやっていただいたことで、皆さんが新会員のことを
知ることができ、新会員にとっても、早く当クラブになじむ
ことに繋がったのではないかと思います。また、歴代会長
スピーチとして、井上会員のお話を昨年１２月にお聞きす
ることができ、本当に良かったと思います。木下委員長
有難うございました。

津上賢治会長退任挨拶
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・職業奉仕委員会
職場訪問として、筒丸委員長のアレンジにより九産大見
学を行いました。約２０名の会員の皆さんにお出でいただ
き、お陰様で世話役である私どもにとっても大変有難い、
楽しい企画となりました。当日はキャンパスの見学が中心
になりましたので、大学で取り組んでいる教育や研究など
についてもご紹介すべきと考え、翌週の会長挨拶の場を
使って、一年の取組みをレビューした動画を流させていた
だきました。

・ロータリー情報委員会
磯本委員長による、３回にわたる、入会後５年以内の会
員向け研修会の実施、有難うございました。
参加者にとって大変勉強になったと思います。

・親睦活動委員会
コロナ禍にもかかわらず、計画した懇親会を全て実施し
ていただきました。納涼や忘年などの懇親会では、会員に
関するクイズ、ガムラン演奏の実況中継、ローターアクト
によるクイズ、新設の衛星クラブメンバーの紹介など、大
変盛り上がる企画を考えていただきました。お陰様で会員
間の親近感や連帯感の更なる醸成に繋がったと思います
。岡委員長はじめ、委員の皆さん有難うございました。

・国際奉仕委員会・ネパールGG委員会
コロナとマディアプール・シミ市の５月実施の市長選挙の
影響で、ネパールプロジェクトの着工が遅れていますが、
深澤委員長が先方のマディアプールRCと密にコンタクト
を取り続け、現地の状況をしっかりと把握してくださってい
ます。選挙の結果が、プロジェクトの推進に追い風になる
可能性が出てきましたので、今後実施の可能性を探って
いくことになります。深澤さんよろしくお願いします。

・姉妹クラブ委員会
コロナ禍、台北中央RCとの対面での交流が難しい中で
ニック委員長のアレンジで、昨年１２月の先方の３６周年
記念式典に動画メッセージを送ると共に、オンラインでリ
アルタイム参加をするなど、交流がしっかり継続できてい
ます。次年度は、対面での交流の可能性がありますので
、ニックさん引き続きよろしくお願いします。

・米山記念奨学会
当クラブ奨学生のウェン ティ ガーさんは、世話役の河
内さんの親身になったお世話のお蔭で、順調に学業を続
けておられます。例会にも月一回は出席し、近況をご報告
いただいております。当クラブとして、このような素晴らし
い方を支援できていることは大変嬉しいことです。

・青少年奉仕委員会
西委員長や山下未笑副委員長のご尽力により、ロータ
ーアクトクラブとの連携がしっかりと取れています。RAの
現在の会員数は１０名で、今年度の会員増強目標１３名
には達しませんでしたが、RAの活動は徐々に活発化して
いると思います。今後、当クラブ、RA、そして衛星クラブが
One Teamとなって、連携した活動が活発化していくことを
期待しています。

・また、テーブル会は、コロナで開催できない時期もありま
したが、半分の２ラウンドは実施できました。私にとって、そ
して会員の皆さんにとっても、このテーブル会を通じてお互い
に一層親しくなれたのではないかと思います。
やはりテーブルを囲んで、一緒に盃を交わすことの大事さを
改めて実感しました。

・以上、今年度の主な実績をレビューしましたが、コロナに負
けず皆さんが頑張って下さったお蔭で、当クラブの活動に大
きな進展がありました。
各委員会の委員長、副委員長、そして委員の皆さん、ご尽力
本当に有難うございました。

〇理事会では、中村幹事が司会役を務め、メンバーの皆さん
が積極的に建設的な意見を述べてくださり、楽しい雰囲気の
中で、会の運営が円滑に行われました。
その結果、様々なテーマに前向きに対応することができまし
た。理事会メンバーの皆さんに厚くお礼申し上げます。

〇そして、なんと言ってもこの１年一番働いた方は、中村幹事
です。
「執行部門の代表者である幹事」としての役割をしっかりと果
たしてくださいました。中村幹事はこれまでのロータリー活動
での豊富な経験と知識を活用して、当クラブの全ての活動に
対し、理事や委員長と密に連携して、取り組まれました。その
結果、これまで述べたような素晴らしい成果を上げることがで
きました。中村幹事のご尽力に対し、心からお礼を申し上げ
ます。

〇最後になりましたが、事務局の手島さんには１年間本当に
お世話になりました。本当に有難うございました。
そして、ピアノ演奏の三好さんと例会補助の山口さんにも円
滑な例会運営を支えていただき、感謝申し上げます。

〇来月から土井年度が始まります。土井さんは、ロータリー
に極めて造詣が深く、ロータリーの生き字引のような、素晴ら
しい会長です。来月以降は、会員の皆さんにとって、新たな学
び、楽しみがあると思います。
土井新会長のご活躍と福岡東南RCの益々の発展、そして皆
さんのご健勝とご多幸をお祈りして私の退任挨拶とします。

・クラブ資料委員会やロータリー財団委員会も着実に活動
を行っていただきました。

・委員会活動には入りませんが、５月に佐々木会員の発案
により、コロナで２年遅れとなりましたが、松尾新吾さんの
旭日大綬賞受賞のお祝い会を開催できました。
５０名を超える会員の皆さんが参加し、松尾さんの受賞を
お祝いすることができました。

合 計 ５７，０００円

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

累 計 １，０１９，３５０円


