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次回５月 ９日(月)の卓話は、 

     

     田村 雅史 会員 
 

 

 

       

 

 

 

 

例会日   月曜日 12:30～１３：３０ 
例会場   リーガロイヤルホテル小倉 
事務所   小倉北区堺町1-2-16-3F 

ＴＥＬ    ０９３－５３１－４０１５ 

ＦＡＸ    ０９３－５３１－１０２２ 
   

 会長の時間（４月１８日  １２５５回 例会記録）            
 

出席報告  ４月１８日 

 

 

在籍会員数 ４０名 

義務出席者 ３８名 

ゲスト    １名 

ビジター     ０名 

本日出席数   ３２名 

本日出席率 84.21% 

前々回修正出席率 82.92％ 

２０２１～２０２２年度 

小倉中央ロータリークラブ週報 

第１２５６回  本日の例会             ４月２５日(月) 
   

本日の卓話    「 私の仕事 」 

                   江口 勇二 会員 

 

 

 
先日の卓話で海賊・水軍の話をしました。（因島村上・野島村上・来島村上）来

島村上水軍は関が原で大阪方に味方したため、豊後森藩に入封され、おまけに領地

は海から遠ざけられ、豊後森のある玖珠のほか飛び地で日田の一部や豊後高田の一

部、別府にも少々、14,000 石ほど、日本で一番小さな藩と言われた。大名となった藩

主来島は徳川に恭順の意を示すため、前城主の角牟令（つのむれ）城を廃城にし

て、城跡に陣屋を立て、素晴らしい庭園を造り（これは現在の三島公園）眼下の城

下を見下ろせるように栖鳳楼（天守閣の代わり？）という素晴らしい茶室を作りまし

た。これらは今でも見ることができます。 

（角牟令城は、島津軍 6,000 人が豊後攻略時、城を守る大友軍は 1,000 人だ

ったが攻め落とせなかった堅牢な城・石垣は石工集団穴太衆のもので野面積の代表

的な穴太積、粗野だが強固で安定性あり） 

この頃の豊後森藩の様子は半世紀ほど前に、松本清張が「西海道談綺」という時代

小説に描いています。鯛尾金山・英彦山の山伏・豊後高田・宇佐・中津等などみなさ

んがよく耳にする地名がどんどん出てきてこれがまた実に面白い小説です。是非どうぞ。

大名として豊後森をおさめた来島水軍の久留島（2 代目から来から久留に変更）は

明治まで続き、廃藩置県で県知事になりました。この久留島の子孫に日本のアンゼル

センとよばれた久留島武彦がいます。日本にボーイスカウトの基盤を作り、「夕焼け小焼

け」の作詞をしました。子供の情操教育に非常に熱心に取り組み、全国の小・中学校

を 6000 以上訪問しまして子供たちに童話の語り聞かせを行いました。その功績をたた

えて玖珠町は童話の里と称し毎年 5月 5日に「童話祭」行っています。 

巨大クレーンで揚げる玖珠川河川敷のジャンボ青鯉のぼりは、長さ55メートルあり圧

巻。膨らませて地面の横たわる赤鯉は 35 メートル・黒鯉は 60 メートルでその中を歩け

ます。豊後森は久大線、久留米と大分の真ん中ほどにあり、その昔電車ではなく蒸気

機関車の時代には水や石炭の補給基地でした。蒸気機関車の前後方向転換するた

めの直径 18.5 メートルの転車台に続く半径約 48 メートルの扇状の機関車の車庫、

横幅 100 メートル弱が今も残っています。そしてその歴史を伝えるミュージアムや駅舎

は、ななつ星をデザインした水戸岡鋭治氏によります。コースによっては、ななつ星が豊

後森駅に停車し、乗客はおもてなしを受けます。ミヤマキリシマの万年山、まるで切株の

形をした切株山、都市化の波には取り残された小さな城下町です。お隣日田のひな祭

りや日田祇園と併せていつか行ってみてください。 

 

 

 

 

  

４月のお誕生日

   ２４日  江口 勇二会員 

２６日  廣石 浩二郎会員 

２７日  大久保 裕文会員 

          

 

 2日(土) 米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 4日(月) 定例理事会 

9･10日  第 2700地区 地区大会 

13日(水) 二水会 

18日(月) 次年度理事会 

29日(金) インターアクト年次大会 
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・ 先週の 10日(日) 地区大会にご出席いただいた皆様、お疲 

れ様でした。 

・ ２７００地区の発展に多大なるご功績を残した 故 末永直 

行パストガバナー の名前を後世に伝えていくため、「末永家跡 

地公園の名称に【末永】の名前を冠する嘆願署名」への協力

依頼が貫ガバナー及び歴代パストガバナーのご了承の下、 

来ております。書類を回しますので、ご協力をお願いします。 

・ 本日より、6週にわたって「新会員オリエンテーション」を開始し 

ます。 毎回、30分でロータリーの基本の事から学んでいく内 

容です。これは、どなたでも参加できます。例会終了後、４階 

にお集まりください。 

 

ガバナー特別表彰 

地区大会が 4月 10日に福岡国際会議場で 3年ぶりに開

催され,1000人弱のロータリアンが出席しました。ガバナー特別

表彰で、我がクラブの狩野会員が舞台で表彰されました。 

ＲＬＩ貢献者ということです。コロナ禍で対面ができない状況

下、狩野会員の知識に基づいた労を惜しまない行動が、2700

地区でのＲＬＩはじめ各種研修会で発揮され、ガバナー事務

局や地区内各グループはコロナで活動を止めることなく大変助か

った。彼なしでは「この時期の地区の活動は成しえなかった」と大

変な感謝をされていました。 

会場の私たち小倉中央ロータリークラブ会員はとても誇らしい

思いをいたしました。狩野会員、ありがとうございました、そしてお

めでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白石・芳賀・北垣会員―アスマアさん、ようこそお越しください 

ました。一年間、よろしくお願いします。会員の皆さ 

んとたくさんお話してください。 

巫部会員―アブシャウィッシュ アスマアさん、よくいらっしゃいま 

した。コロナ、ほぼ無症状でおわりました。ご心配 

をおかけしました。 

林田・古川・野口会員―本日、第一回目の次年度理事会 

がスタートしました。ご協力よろしくお願いします。 

原田会員―吉田さん、ありがとうございました!! 

                      合計   １２，０００円 

 祝お誕生日祝い 

   大久保会員―早いものであっという間に 73歳。 

これから１年健やかに過ごしたいと思います。 

   廣石浩二郎会員 

＜米山奨学生 紹介＞ 

    氏 名  アブシャウィッシュ アスマア ビア さん 28歳 

    出身国  パレスチナ 

    期 間  2022年 4月～2023年 3月 

    学校名  産業医科大学 

    カウンセラー  巫部 祐彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告                   芳賀幹事  ニコニコ献金報告                         

                 累計  ３８７，５００円 
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3月 22日 12時半より リーガロイヤルホテルにて ８０名 

西島次年度ガバナーはじめ地区委員会委員長さん出席のもと 

行われました。       

西島ガバナーのテーマは、「ロータリー継続活動と変化」です。 

重点目標は、 

１． 「会員増強」  

①今 3120 を 3400人へ  

②女性会員を全体の３０パーセントに  

➂新クラブを２つ作る です。    

２．「地区戦略計画を積極的に進めていく」 です。 

  

事前に 地区戦略計画委員会からのお願い、というメールが

来ました。2700地区は デジタル時代に応じた事務の効率化

と会員の経済的負担の軽減を図るために貫ガバナーご出席のも

と昨年 12月 21日に 地区戦略計画委員会を開催し、下記

３件に関しては、地区内の今年度クラブ理事会の承認を得た

上で 3月 22日開催の西島年度 PET‘S にて承認を受ける

事の指示を受けました。次年度会長の皆様にお諮りし ご承認

を頂く手続きをはかることになりますのでクラブ理事会での必要な

手続きもそれまでにお済ませいただきますようお願い申し上げま

す。      

  1 クラブ事務局がクラブ会員のメールアドレスを管理する件 

２ ガバナー月信のデジタル配信の件     

３ 地区大会会場を福岡市内に固定化する件  

        

1  反対・・・メールアドレスが外に出たら困る   

あまり知られたくない  

利点・・・経費が安く上がる    

2  反対・・・メールアドレスが外に出たら困る 

         見ない人が出てくるのではないか  

利点・・・経費がすごく安くなる 

     ６００万かかっているのが３００万でできる 

      動画を送ることもできる。  

  3   反対・・・広がりを求めるという意に反する  

     その時のガバナーが出たところでするのがよい  

経済効果もある  

    反対・・・１７００から３０００人の入る場所がない 

     すごく手がかかるのでしきらんという意見もある 

利点・・・福岡でやった時は５０パーセントの参加 

他地区でやったときは 30パーセントという実績 

３件とも反対意見が遭ったため もう少し検討しますということに

なる。その後、グループに分かれての会議となりました。 

奉仕活動についてオープンロータリーについて話し合ってくださ

いでした。       

私の第２グループは、小倉５クラブ 若松２クラブ 門司、戸

畑 2 クラブ、合わせて 10名でした。 

1 奉仕デーは いままで通り 駅周辺の清掃 10月２２日 

（土）にやりましょう 。7時半から 8時半の一時間 

２ オープンロータリー ロータリーのことを知ってもらうためみんな 

で入っていた だく人を呼びましょうということでした。 

これには、私は反対しました。会員増強です ロータリークラブ

を知ってもらうことはできますが このひとは入会してもらいたいと思

う人 みる目は同じようなものだと思うからです。それは 各々のク

ラブでやったらといいと思います。 

３０パーセント女性のメンバーをといいますが 飲み屋のお姉

さんをえらばないように言っておきました。  

第 1回 新会員オリエンテーション 

4月 18日(月) 新会員オリエンテーションが開催されました。 

  第 1回目のテーマは、「ロータリーとは」 講師は、芳賀幹事 

でした。これはどなたでも参加できます。ロータリーの事、一緒 

に学びませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞白石会長 芳賀幹事 細川 鍋島 長戸  

冨士本 狩野 巫部 北垣 田村  廣石  

大西 各会員  計 12名  

 卓話の時間                        

         「会長エレクト研修セミナー報告」  

                  会長エレクト  林田法恵 


