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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

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１１月１８日（№２０） No．2375

■本日の例会プログラム

●ロータリーソング（それでこそロータリー）

●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

■次回卓話（１１月２５日）予定

■前回例会の記録（１１月１１日）
（１１月１７日現在）マイロータリー登録率 72.37%

◇出席報告 出席委員長

当 日 １１月１１日 前々回 １０月１４日

会員総数（女性会員9名） ７６名

免除会員数（９名中） ２名

出席会員数 ４４名

ゲ ス ト ４名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５１名

出 席 率 ６６．６７％

会員総数（女性会員9名）７６名

免除会員数(９名中） ６名

出席会員数 ４２名

メークアップ １２名

欠席会員数 １３名

合 計 ７２名

修正出席率 ８２．１９％

「ロータリー財団月間」
【世界インターアクト週間：５日を含む1週間】

４日（金）定例理事会：例会終了後
６日（日）ゴールボール予選会９時３０分～

福岡城東高校FITアリーナ体育館
１１日（金）誕生祝
１９日（土）はかた夢松原の会（松原保全活動）
２１日（月）「第２４回ワイン会」18時３Fグランドボールルーム
２５日（金）「職場訪問」例会終了後高取焼本家味楽窯
２６日（土）ゴールボール体験競技会（大楠アリーナ）

●酒とバラの日々/ H．マーチン

●帰れソレントへ / クルティス

会長報告

※ロータリー文庫
ユーザー名 rotary-bunko

パスワード：sugahara@2022

●I LOVE YOU / 尾崎 豊

●スティング
/ スコット・ジョプリン

●卓話者：地区ロータリー財団委員長 中村光様。
ゲスト：末秋聡会員のご紹介 浦本佑衣様。ビジター：福岡RC富
永太郎様。11月4日から12月23日迄、オープンロータリー月間と
なっています。これは、ゲストを例会にご招待してロータリークラ
ブが取り組んでいる様々な活動を知って頂くことを目的としてい
ます。それで冒頭にビデオをご覧いただきました。オープンロー
タリーのゲストは、山下未笑会員のご紹介ストラクチャデザイン
ラボ代表 宮崎照行様と亀山みゆき会員のご紹介（株）オンライ
ンドクター執行役員 細井康平様です。福岡東南RCの例会によ
うこそおこし下さいました。有り難うございます。最後までどうぞ
お付き合いください。●11月5日開催されたナターシャ・グジーさ
んのチャリティーコンサートについて主催者の国際ソロプチミスト
オンライン福岡MUSE会長の亀山みゆき様より礼状が届いてお
ります。実は、今日の卓話者中村光委員長にも宗像クラブの会
員にコンサートにお誘い頂きますようお願いしておりましたところ
多数の会員が行かれたことを伺いました。有難うございました。
●それでは、ポールハリスの言葉「無知な奴ほど声が大きい」の
プリントをご覧ください。「裁判官は主張の強い方に味方する」と
いうのは本当でしょうか。森鴎外の「高瀬舟」という小説を思い出
したんですが、簡単に筋を言いますと幼い頃、両親と死に別れ
た二人っきりの兄弟が京都の西陣で働いていたのですが、弟は
不治の病で働けなくなります。兄は弟が不憫でしょうがない、弟
も兄だけに働かせて申し訳ないと思っている。或る日、兄が仕事
から帰ってくると弟は血だらけです。すぐに医者を連れてこようと
するのを制して、「苦しいから首に刺した剃刀を早く抜いてくれ」
と言う。逡巡している間も「苦しいから早く早く」と懇願する。それ
を抜いてやると嬉しそうに微笑んで事切れた。その時いつから
見ていたのか分からないが近所の世話焼きのおばあさんが「ア
ッ」と言って部屋から外へ飛び出して行った。という粗筋です。こ
れは安楽死を取り上げた物語ですが、これを読む限りは、兄に
殺意はない。でも目撃したおばあさんは、ついに兄が弟に手を
かけたと思ったかもしれない。こういうややこしい事件を現代の
法廷で扱う時、やはり裁判官は、主張の強い方に味方するので
しょうか、さらにこういった事件の被告人の弁護をポールハリス
はしたことがあるのでしょうか、もししたことがあるのなら、「裁判
官は主張の強い方に味方する」などという非常に一面的で大雑
把な言い方はしないのではないでしょうか。

「キャラクターのチカラ」

ブランディングプロデューサー
中野 シロウ様

「高取焼の伝統」

高取焼本家窯元味楽窯
十六代味楽継承者 亀井久彰様

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

※卓話は福岡東南RCのHPで確認できます。
http://fukuoka-serc.org/ 「オンライン例会」をクリックしパス
ワード（10nan-6trc)をご入力下さい。

卓 話

スマイル箱

合 計 25,000円

スマイル箱目標箱 1,300,000円

累 計 412,000円 達成率 31.7％

各委員会報告

幹事報告

「ロータリー財団月間にちなんで」

国際ロータリー第2700地区
ロータリー財団委員会
委員長 中村 光様

●１１月４日（金）定例理事会のご報告
・衛星クラブﾞの名称が正式決定しました。

「福岡東南けやきロータリー衛星クラブ」です。
・今年度の地区社会奉仕委員会に熊手会員、情報委員会
に本山会員を今年度に引き続き推薦させて頂きました。
・社会奉仕委員長の石川会員より、１１月の社会奉仕活動
は問題なく進んでいるとの報告がありました。
●１１月１８日（金）の例会場はホテルオークラ福岡に変更
になっていますのでお間違いないようお願いします。

【親睦委員会：筒丸委員長】

11月の誕生祝『おめでとうございます！』

１２日 坂本文比古会員 １３日 西 洋一会員
１４日 佐々木健一会員

【社会奉仕委員会：石川委員長】
・11月19日（土）はかた夢松原間伐作業に参加の方よろ
しくお願いします。本日、作業用ジャンパーと帽子を受付
にてお受け取り下さい。
13日（土）の福岡マラソンボランティアのジャンパーとは異
なりますので、両方に参加の方はお間違いのない様お願
いします。
【会員増強・選考委員会 ：村瀨委員長】
・11月4日（金）から始まった「オープンロータリ月間」の状
況は今月5名の方が参加されることとなっています。その
中で1名の方は11月21日（月）のワイン会にも参加されます
12月末まで開催していますので皆様のご協力をお願いし
ます。

【青少年奉仕委員会 ：末秋委員長】
・11月９日（水）「ローターアクト公式訪問例会」が行われ
他クラブのアクトメンバー含め35名で開催しました。
・アクトメンバーは福岡マラソンボランティア、はかた夢松
原間伐にも参加しますのでよろしくお願い致します。
・現状9名のメンバーで活動していますが、10名以上を目
指していますので皆様のご協力をよろしくお願いします。

【国際奉仕委員会 ：深澤委員長】
・11月７日（水）「地区国際奉仕委員会」が、安増PDG、
安部ガバナー補佐、他１４クラブ18名の参加者で開催さ
れグローバル補助金、地区補助金をどんどん活用し活動
を進めて欲しいとのことでした。
・2023年6月8日～10日メルボルンで開催される世界大会
へのご案内は別途させて頂きます。

【姉妹クラブ委員会 ：ニック・サーズ委員長】
・台北中央RCが毎年12月に行っている定例イベントに
今年も参加できないことから、昨年同様ビデオメッセージ
を送りたいと思っています。11月25日（金）例会終了後、
ステージで撮影しますので協力よろしくお願いします。

土井通誉君 「すず兼」でのJテーブル会、「ルシュバリエ」
でのCテーブル会楽しかったです。Cテーブ
ル会は、全員参加でした。テーブルマス
ターの志岐さん、池内さんアレンジ有難う
ございました。

河内美香君 Cテーブル、Jテーブルの皆様有難うござい
ます。

中村勇治君 いよいよ今週の日曜日11月13日福岡マラ
ソンボランティア参加登録の皆様、当日は
生憎の雨の予報です。雨合羽などの対策
は各自お願い致します。当日よろしくお願
い致します。

津上賢治君 濱野さんが設立され、この度10周年を迎え
られる「絵本と図鑑の親子ライブラリー」を
一昨日見学させてもらいました。素晴らし
い施設でその取り組みの意義の大きさに
感動しました。

濱野良彦君 津上賢治さん、私たちの図書館をご訪問
頂き有難うございました。池内テーブルマ
スター楽しく有意義なテーブル会の準備
有難うございました。

犬塚雅彦君 4日のJテーブル会、志岐さんセッティング
有難うございました。楽しい時間でした。
磯本さん車で送って頂き有難うございます。

志岐賢剛君 先日はJテーブル会にご参加頂き誠に有
難うございました。

為永和博君 昨日のCテーブル会は全員参加の楽し
い会でした。土井会長、河内幹事ご参加
有難うございました。早退します。

松尾幸靜君 志岐さんJテーブル会お世話になりまし
た。なかなか話をする機会のなかった
方々との親睦となり楽しいひと時でした。

清原一貴君 昨日のCテーブル会とても素敵なお店で
高尚な話題で盛り上がりました。池内さ
ん有難うございました。年賀葉書をお持
ちしました。どうぞご利用下さい。

熊手幹彦君、深澤良信君 Cテーブル会楽しかったです。
池内さんありがとうございました。

新納 洋君 メークアップが続きました。本郷さんテー
ブル会楽しいひと時を有難うございました。

西洋一君、佐々木健一君 誕生祝有難う。

＜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 /草原会員＞

http://fukuoka-serc.org/
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１１月４日（金）中央区清川の「すず兼」さんでJテーブル会を土井会長、河内幹事はじめ８名の参加で開催いたしました。
和やかな雰囲気の中いろんな話題が飛び交いましたが、私が約２０年前に第１期生として参加した「大川インテリア塾」
の塾長の河北秀也氏と長さんは長年のお友達だったそうです。
いろんな方を通じてご縁はつながっているということを感じたテーブル会でした。

(J テーブルマスター:志岐会員)

Jテーブル会

Cテーブル会

11月10日(木)にC テーブル会を土井会長、河内幹事をお招きし「ル シュバリエ」にて開催しました。
Cテーブル全員参加していただき、ワイングラスを揺らしながら、本日のテーマは「オペラ」高尚なテーブル会でした。

（Cテーブルマスター：池内会員）



今宿青木の 「California BBQ BEACH 」にて打ち上げ

3年ぶりの福岡マラソン
2022，11，13（日）
フルマラソン参加者
11,174人
男子1位 2・28・24
女子1位 2・51・34

ロータリアン、アクター、
衛星クラブ総勢17人が
今津郵便局前で沿道
整理業務とランパス
業務を実施しました。

後列左より門岡、中村、園田（アクト）、安東（衛星）、松本匡平（アクト）、松本諒（アクト）、石川、村瀨、古賀（衛星）
前列左より西、土井、熊手、山下未笑、清原、清原（妹さん）、大霜（衛星）、山下恒夫


