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2016～2017年度
八幡西ロータリークラブ

週 報

国際ロータリーのテーマ

「人類に奉仕する
ロータリー」

RI 第2700地区 富田英壽ガバナーのメッセージ

「基本に返って、魅力あるロータリーに」
会長 江戸 達也 会報委員会
副会長 吉田 総次郎 三島 靖男 木原 隆夫 高嶋 雅樹
幹事 高橋 良知 福田 学 神尾 康生 梛野 晴司

創立： 1967年6月2日 例会：毎週金曜日 12時30分 例会会場： 千草ホテル

１．ロータリーソング " 日も 風も 星も "

２．来客紹介

３．出席状況の報告

４．祝誕生 髙嶋雅樹 君 Ｓ３８年１１月２１日

５．会長の時間

６．各委員会報告

７．ニコニコボックスの報告

８．幹事報告

９. Ｉ・Ｄ・Ｍの報告 （５０周年を盛り上げよう）

報告者：Ｉ・Ｄ・Ｍ記録担当

幹事報告 幹事 高橋 良知

１）例会臨時変更のお知らせ

★八幡中央ＲＣ

① 12月12日(月) 18：30～千草ホテル

② 12月26日(月)は休会

★小倉中央ＲＣ

①12月19日(月)18：30～リーガロイヤルホテル小倉

② 12月22日(月)は休会

★戸畑ＲＣ

①１２月22日（木）の例会は ↓

19日（月）１８：３０～鞘ケ谷ガーデンアグラス

② 12月29日（木）は休会

誕生祝い

出処：読売新聞

本日の例会 （1１月２５日）

次回の予告 （1２月 ２日）

前例会の記録 （11月１８日）

＜例会食事カロリー＞ 1,418 Kcal

＜出席報告＞ 会員数 56名

当日の出席者 35名

ゲ ス ト・ビジター数 0名

会員出席率 64.81％

１１月５日の修正出席率 86.79 ％

″年次総会 ″ （次年度、理事・役員の選出）
三島 靖男君

誕生日当日が内祝会ゴ
ルフの日で始球式を仰せ
つかりました。帰りのこと、
ゴルフバッグに携帯電話
を入れたまま配送してしま
い家族に帰宅遅れの連絡
がつかず、すっかりお寒い
誕生パーティの始まりと
なってしまいました。ゴル
フバックを送る際はお気を
付けください。

金久保 和君

見た目は先行していま
すが、ようやく40歳になりま
した。誕生日当日、ハリ
ウッド・デビューしました。
昭和２０年代後半の裏賭
博、相撲の審判員の役で
したが、太っていて得した
のは初めてです。戸畑の
倉庫で16時間に及ぶ徹夜
ロケでした。

会長の時間 会長 江戸 達也

次期アメリカ大統領でリベラルではなさそうなトランプ氏
が勝利しました。これまでの過激な発言が、選挙に勝つ
為のものであったかどうか、権力を握った後のトランプ氏
の今後を興味深く見守っていきたいと思っています。

ロータリー財団より前期の西クラブに対して達成記念の
バナーが届いていますので今から回覧します。

「来期は、ハリウッドスターと
なごみ運送の二刀流？」



‐ 櫻井さん 梛野さん 新人卓話よろしくお願いします。
是此田、飯野、坂本、谷、岸野、髙橋、大坪、小嶋、
有松、藤村、廣田、神尾（康）、大林、波多野の諸君

‐ お久しぶりです。 荒井君

‐ 赤田さん、先程奥様のジョギング姿を拝見しました。
今日何かいいことがありそうな・・ 正木君

‐ 金久保さん ハリウッド映画出演おめでとうございます。
伊豆、江﨑の諸君

‐ 別府での内祝会 ドタキャンすみませんでした。
舟木（和）君

‐ IDM D班 おつかれ様でした。廣田さん発表よろしく
お願いします。 太田（吉）、江戸の諸君

‐ 誕生自祝 三島、金久保の諸君

卓話

「 新会員自己紹介（ ２ ） 」
梛野晴司君

昭和47年６月２日、年は違いま
すが八幡西ロータリークラブの
創立の日に生まれました。尾倉
中学、八幡中央高校、福岡外語
専門学校（国際観光科 トラベル
ビジネス専攻）卒業後、 19歳に
旅行会社に就職し、３２歳に独
立、現在、有限会社九州トラベ

ニコニコボックス

「 新会員自己紹介（１）」

櫻井久紀君

本日から年明けにかけて ３回
スピーチがあるようなのでネタ切
れしないよう、古いご先祖様から
じっくりとご紹介させていただき
ます。私は元々、家系を調べる
ことが好きなこともあり、 ３～６代
前から無縁仏になっていた櫻井
家の墓を約18年前に菩提寺で
探しあて、私が管理しています。

委員会報告等

（１） ロータリー情報委員会 委員長 坂本 敏弘

お配りした「2016年規定審議会の最新情報」に記載のと
おり、今後、ロータリークラブが変わっていきます。12月頃、
定款変更になります。

（２）親睦委員会 委員長 有松 稔晃

12月15日（木）の忘年家族会のご案内を配布しました。
一人でも多くの会員・ご家族の参加をお願いいたします。

（３） ご報告 小嶋 一碩君

先日、若松中央ＲＣに卓話に行った際、第２グループ・
ガバナー補佐の平山通博さんから伺いました。八幡西Ｒ
Ｃの全会員が財団に登録し一人年間100ドルを財団に寄
付していることにつき、富田英壽ガバナーが大変喜ばしく
思っているとのことでした。

また、２年ほど前、私の芦屋の自宅の崖の下に安徳天
皇の行在所（あんざいしょ）跡を発見しました。その上に
住んでいるというのは歴史の不思議な縁を感じます。

私の先祖は愛媛県は伊予国の河野水軍でして、壇之
浦の戦いでは義経に雇われ平家と戦い、元寇でも活躍し、
鎌倉時代が全盛期だったようです。その後、太宰府を追
われ屋島へ落ちのびる途中、芦屋を張っていた山鹿氏
に世話になったようです。

南北朝時代に、河野一族内の争いもあり、大分市田中
村で櫻井を名乗り始め、現在まで６８０年間続いています。

慶応３年生まれの曾祖父の久吉は櫻井工業所を立ち
上げ、千人の従業員を抱え全国でトンネル工事をしてい
ましたが、長男・次男に事業を譲った後に、事業は小さく
なってしまったようです。

さて、久吉の三男の私の祖父は、日大卒業後、満州で
軍の技術者として従事していましたが、重い病気にかかり
帰国。長崎で暮らしましたが、祖父は酒浸りで祖母が働
いて家を支え、そんな家庭に生まれた私の父も中学にも
行かず、鉄くず等を集めて売る生活をしていたようです。

父が２１歳の昭和３５年に櫻井組を発足、長崎の高島で
炭鉱設備の工事をしていたところ、三九運輸機工の専務
に認められ、長崎から北九州へ移動しました。昭和３９年
に結婚、昭和４０年に八幡製鉄所が君津製鉄所を立ち上
げた際に君津に所帯ごと移動しました。安全認識も低い
時代で、いろいろと事故もありました。

さて、昭和４４年１月３１日に3200グラムで私は生まれま
した。当時は子供の取り違えも多かったようですが、当日
生まれた男の子は私だけだったようなので、私は間違い
ないようです。昭和45年、父は単身で君津におり、父が

ルシステムをJR南小倉前で営んでいます。家は八幡駅周
辺で、妻と5年生と２年生の娘の４人家族です。

本日は、私の25年間の旅行業で学んだ教訓をお伝えし
ます。一つ目は飲酒です。初めて、企画から添乗まで担
当した仕事のことでした。グループの幹事様に宴会後大
変喜んでいただいた後の深夜、その方が飲酒後のお風
呂で倒れて発見が遅れた大変痛ましい事故がありました。
温泉地で飲酒後にお風呂に入る機会がある場合は、必
ず、仲間と一緒に入浴してください。

20名の団体で台湾からの帰国時、レストランで飲酒、離
陸後も飲酒が続き、飛行機のCAからは何かあった場合
には添乗員の私も責任を負うべきと諭されました。旅は羽
目を外しがちですが、どうぞ添乗員をいじめないください。

シンガポールからの帰り、エンジントラブルで搭乗地に
戻ったことがありました。火災に備え海に燃料を捨てた後、
両端に消防車と救急車が並ぶ滑走路に無事に着陸でき
ました。双発航空機はエンジンが一つ壊れても大丈夫で
すが、過去、アメリカで双方のエンジンがトラブルになっ
たことがあったようです。

先日、北九州空港で搭乗後、足元の荷物を上の棚に
上げるようにＣＡから促された方が、この荷物には爆弾が
入っていると発言したそうで、ターミナルに戻った飛行機
から降ろされたこの方々はしっかり絞られたようです。「爆
弾」、「ハイジャック」、等の爆弾発言はくれぐれもしないよ
うに、お願い申し上げます。

いないことが当たりまえの生活でした。中学・高校は精神
修行のために寮生活を選びましたが、とにかく厳しい学
校で、２～３時間の正座や体罰は当たり前でした。その後、
福岡工業大学に入って、特に何もしないような生活が始
まるのですが、時間となりましたので、続きは次回、よろし
くお願い申し上げます。


