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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１２月２３日（№２５） No．2380

■本日の例会プログラム

●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

■次回卓話（2023年１月６日）予定

■前回例会の記録（１２月１６日）
（１２月２２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 １２月１６日 前々回 １１月１８日

会員総数（女性会員9名） ７６名

免除会員数（９名中） ４名

出席会員数 ３６名

（オンライン出席） 1名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ４４名

出 席 率 ５７．７５％

会員総数（女性会員9名）７６名

免除会員数(９名中） ４名

出席会員数 ４５名

メークアップ ２名

欠席会員数 ２０名

合 計 ７１名

修正出席率 ７１．８３％

「疾病予防と治療月間」

２日（金）定例理事会：例会終了後
９日（金）「忘年家族懇親会」18時:グランドハイアット福岡
１３日（火）台北中央ロータリークラブ創立37周年授賞式
１６日（金）「年次総会」 誕生祝 次期理事会（例会終了後）
１７日（土）RI第2700地区地区ローターアクト

「第2グループインターシティ・ミーテイング」
第一部 開会式他14時～17時（西日本鉄道本社5階）
第二日 懇親会（中止になりました）
３０日（金）「休会」定款第7条第１節ｄにより

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
●聖夜

●ブルー・クリスマス

●メリー・リトル・クリスマス

●戦場のメリー・クリスマス
/坂本龍一

●本日のゲスト、ビジターをご紹介します。

・認定NPO法人エデュケーションエーキューブ代表理事 草場

勇一様。 こちらの施設には、今年度ロータリ―財団の地区

補助金を利用した支援を実施しました。後程目録の贈呈式を

致しますので宜しくお願い致します。

・山下未笑会員のご紹介で鈴木重幸様。鈴木様にはワイン会に

もご参加頂きご丁寧なお礼状まで頂戴いたしました。来年3月

にご入会の意向を頂戴いたしました。有難うございます。

・磯本昌章会員のご紹介で廣田徳幸（のりゆき）様。

ビジターをご紹介いたします。福岡城西RCの古賀光男様。

●ゲストの皆様、ようこそ福岡東南ロータリ－クラブの例会にお

越し下さいました。有難うございます。先月と今月は、オープンロ

ータリー月間ですので、冒頭にロータリーの紹介ビデオを見て頂

きました。オープンロータリーとは、会員の皆さんがこれぞと思う

特別な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。普段と違

い今日は、13時から卓話ではなく年次総会となっておりますが、

お時間までリラックスしてお付き合いください。

●西会員が来年のテーブル表を作ってくれました。掲示板に貼っ

ておりますので、テーブルマスターは、お早めにテーブル会の日

程調整をお願い致します。

「K-1の世界」

K-1世界チャンピオン
K-jee様

合 計 ６，０００円

スマイル箱目標箱 １，３００，０００円

累 計 ４９１，０００円 ３７．８％

『～がんになった緩和ケア医が語る「残る2年」の

生き方、考え方～』

関本 剛 様（神戸東RC）VTR

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

次期幹事報告：磯本副幹事

【親睦委員会 / 山下恒夫委員】

＜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 / 坪内会員＞

（12月9日）
河内美香君 米山記念奨学生のガさんと息子さんのボ

ム君来てます。
ボム君は10月で5歳になりました。

（12月16日）
土井通誉君 Fテーブル会、楽しかったです。

テーブルマスターの坪川さんお世話になり
ました。

松尾幸靜君 忘年家族懇親会の講談楽しかったですね。
また職場訪問高取焼400年の歴史を感じ
ました。有難うございました。

川﨑勝彦君 Fテーブル会、楽しかったです。
山下未笑君 早退します。

・本日の例会は年次総会となっております。

・12月30日（金）の例会は定款第7条第1節ｄにより「休会」で

ございます。

・来年１月６日（金）例会終了後、定例理事会がございます。

・例会場変更のお知らせです。来年 １月２７日（金）の例会

場はホテルオークラ、3階です。改めて掲示板に張り出しま

すがお間違えないようお願いいたします。

・プログラム委員長、副委員長が欠席ですので、私が、代わ

りにご報告します。卓話について会員の皆様から貴重なご

意見を頂き有り難く思っています。行き届かない面もあり、

ご心配をおかけしたこともあったかと思います。 現在、プ

ログラム委員会を中心に、例会運営員会IT等委員会の方

々と意見考案しながら 検討しております。具体的には、

①卓話者を広く会員からもご紹介して頂くよう積極的に呼び

かける。②「卓話要領」という卓話者を紹介していただくに際

し、注意事項などを文書化したものを作成中です。③早けれ

ば来年１月以降に、運用を開始したいと考えております。改

めて、アナウンスしますが、特に、①の点、宜しくお願い致し

ます。

幹事報告

・本日、例会終了後次期、理事会を開催しますので、メン

バーの皆さんはご出席ください。

【ネパールプロジェクトGG委員会/深澤委員長】

この度、現地の諸事情により、プロジェクトをキャンセルす

ることとなりました。これまで、皆様方にご支援を頂き有難

うございました。プロジェクトはキャンセルしますが、現地

との固い絆ができたことは成果であります。今後も可能性

を探ってまいりたいと思います。

（土井会長）

松尾新吾会長年度の2017年9月、安増ガバナーが公式

訪問された折り、国連ハビタットと協力した発展途上国の

環境改善プロジェクトにグローバル補助金を活用できな

いかという話がありました。このプロジェクトの生みの親で

あります津上会員からもお話を伺いたいと存じます。

（津上直前会長）

本プロジェクトによって得られたものは、2700地区として

初めてグローバル補助金を獲得できたことであり、ネパー

ルとの深い関係を築けたこと、「福岡方式」の取組ができ

たことなどいずれも大きな成果でありますが、すべては深

澤委員長に負うものであります。今後も深澤委員長には

ご協力をお願い致します。

年次総会

★1号議案 定款第2条の変更

変更後の定款第2条は、次の通りです。「本クラブの衛

星クラブの名称は、福岡東南けやきロータリー衛星クラ

ブとする。英文名は、Fukuoka Southeast Keyaki Rotary 

Satellite Club とする。」

★第2号議案 次年度役員・理事

会 長 松尾 幸靜 会員

会長エレクト兼

副会長 熊手 幹彦 会員

直前会長 土井 通誉 会員

幹 事 磯本 昌章 会員

会 計 犬塚 雅彦 会員

Ｓ．Ａ．Ａ． 曽屋 仁司 会員

クラブ運営担当理事 坂本 文比古 会員

クラブ奉仕担当理事 中村 勇治 会員

職業奉仕担当理事 畑中 敬史 会員

社会奉仕担当理事 柴田 典昭 会員

国際奉仕担当理事 ニック・サーズ 会員

青少年奉仕担当理事 安藤 直樹 会員

１２月の誕生祝

11月17日に土井会長と共に
春日原校を訪問し、生徒の
皆さんが、どのように贈呈し
たアイパッドを利用している
のかを見学し、有効利用さ
れている様子を確認いたし
ました。今日は、目録の贈呈
式にお越し頂き有難うござい
ます。

８日 岩﨑和人君 １３日 新納 洋君
１７日 志岐賢剛君 ２２日 遠藤淳平君

各委員会報告

【社会奉仕委員会：石川委員長】
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・

Iテーブル会

Fテーブル会

１１月２９日(月)にIテーブル会を西鉄グランドホテル「日本料理 松風」で土井会長、河内幹事
はじめ１０名の参加で開催いたしました。落ち着いた和室に運ばれてくる美味しい日本料理と
お酒、最高でした。特に日本古来の歴史についての諸先輩方の話で盛り上がり、その他話題
満載で話しが尽きず時間延長までさせて頂き、本当に楽しいひとときでした。
ご参加頂いた皆さま、大変ありがとうございました。 （ﾃｰﾌﾞﾙﾏｽﾀｰ：中武会員）

１２月１５日（木）中央区春吉にある「味問屋 いちにち一膳」
でFテーブル会を実施しました。

土井会長、川崎さん、坪川（北川さんは体調不良にて欠席）
の計３名で開催しました。

オーナーの計らいで、伊勢えびを出して頂き食べきれないほ
どの料理を堪能することができました。
ご参加の皆様、感謝申し上げます。有難うございました。

（テーブルマスター：坪川会員）
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・

12月21日（水）ハーモニカフレンズの
今年最後の練習を終えて、DADAビル
B1の和楽居（わらい）にて鶏鍋忘年会
を開催しました。8人ぎりぎりの個室に9

人入って、コロナ時代に考えられない
ほどの「密」状態。久しぶりに大先輩方
のわがまま言いたい放題を聞いて、安
心しました。楽しかったです。熊手さん
アレンジ有難うございました。 （土井）


