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2700 地区テーマ 

『ロータリーを実践しよう』 

 

苅田クラブテーマ 

『つなごう！ ロータリー』 

 
 

第 1805 回例会 

 

社会奉仕委員長 卓話 

 

 

例会予定 

3 月 20 日（木）→21 日（祭） 

行橋 RC 創立５０周年記念 京都ホテル 

式典 14：00   祝宴 17：30  

3 月 27 日（木）  会長エレクト（ＰＥＴＳ）報告 

4 月 3 日（木）→5 日（土） 

     行橋みやこＲＣ創立 30 周年記念 京都ホテル 

      式典 13：30   祝宴 16：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上野動物園 パンダのシンシン   

地区・第１G・同好会・行事予定 

3月 15 日（土）会長エレクト研修セミナー 13：00～ 

ステーションホテル小倉 

3 月 20 日（木）3月度理事会 三原文化会館 18：30～ 

■地区大会 

4 月 11 日（金） ザ・クラッシクゴルフ倶楽部 

  12 日（土） 地区大会 1日目 福岡国際会議場 

  13 日（日） 地区大会 2日目 福岡国際会議場 



第 1804 回 例会記録   （2014 年 3 月 6 日） 

会長の時間   会長  田辺 浩爾 

皆さんご無沙汰しており

ます。会長の時間です。年度

末を向かえ、会員の皆様にお

かれましては大変ご多忙の

事と存じます。お忙しい中で

も例会に参加して松田出席委員長を笑顔にさせ

て下さい。 

さて、２月度の例会は、1週目にＩＭがあり、

2週目苅工インターアクト６校合同例会の報告、

3 週目に職場例会で自衛隊築城基地を訪問し、4

週目に健康診断が行われました。2月 13日以来、

久しぶりにこの例会場に帰ってきたという感じ

がします。 

2 月 20 日に行われた職場例会においては、職

業奉仕委員会鈴木委員長の手配により、戦闘機

に搭乗させていただくなど大変貴重な体験をす

る事が出来ました。あいにく鈴木委員長は当日

出席できませんで、高城雅春会員にお世話を戴

くこととなりましたが、冬間ににもかかわらず

大変暖かな好天に恵まれましたこと。これも委

員長が欠席していただいたおかげか・・・・   

鈴木、高城両会員、本当にありがとうございま

した。 

2 月 27 日には健康診断が行われました。この

健康診断を受診される方は約 13 名ほどであり

ます。受診をされない方は会社で行っていると

か持病治療のため主治医で行っているという方

が多く、受診率の低さからこのプログラムの見

直しを検討したほうがよいのではと考えており

ました。しかし受診をされない会員も食事に来

ていただいて通常の例会とは違う雰囲気で皆さ

んが楽しくお話をされているのを見ましてこの

ような親睦の場も必要かと感じております。 

以上、2 月度に行われたプログラムについてお

話をさせて戴きました。 

それでは改めまして 3月になりましたのでロ

ータリー特別テーマについてお話します。今月

は識字率向上月間であります。 

識字率向上は 1986 年以来、国際ロータリーの

強調事項です。地域社会で読み書きを向上させ

るプロジェクトを支援します。地域の識字水準

がその地域の生活水準に直結するという観点か

らこの月間中に読み書き計算のできない人たち

を援助するために、ロータリー地域社会共同体、

ローターアクトクラブ､インターアクトクラブ、

世界社会奉仕、ロータリーボランティア、その

他の既存プログラムを通して識字率向上に取り

組んでいます。ユネスコ（国連教育科学文化機

関）によると、世界で 9 億人以上の人々は読み

書きができません。その 3分の 2は女性です。

成人そして子どもに向けて読書のプログラムを

企画することや学校に本を寄贈すること、そし

て地元の図書館を援助することが要請されてい

ます。とあります。このあたりは今後の活動を

企画するうえでよい検討材料だと思います。 

以上、3 月の特別テーマについてお話をさせ

て戴きました。 

本日はこのあとクラブ協議会を開催いたしま

す。内容は我がクラブの 40 周年記念事業につい

て実行委員会の丸山委員長にお願いをしており

ます。事業内容など皆さんと検討してまいりた

いと思いますので宜しくお願い致します。 

幹事報告    幹事  杉坂 正徳 

・3月 RC レート 1 ドル＝102 円 

・プログラム変更 4 月 17 日夜間例会 

・4月分の会費：行橋ＲＣ創立 50 周年

登録費として 10,000 円プラス 

・町内非行防止活動の参加依頼：北公民館 

・ロータリーの友の「Ｒアットワーク」P24 に   

苅田 RC の善明女子高校訪問が載っています。 

・会員推薦の杉原さん通過したことを報告します。 



  出席委員会委員長   松田 博文 

3 月 6 日 

会員数36名出席免除1名 出席者29名   出席率83％ 

 

メーキャップ 3 月 6日 ＩＡＣ例会 竹部会員 

       3 月 12 日 行橋みやこ 矢野会員 

       

本日の議題   クラブ協議会 

40周年記念事業実行委員長 丸山 謙一 

記念事業について 松田 博文 

1 月 30 日 週報第 1578 号の「40 周年記念事業

準備経過報告」に記載していますように 

・苅田町内（地域密着）で考えたい。庁舎２階のロ

ビーに設置出来ればと思います。 

・全面改築の苅田工業高校の視聴覚室はどうか。 

  ＝改築は県の事業なので踏み込めない。 

・設置場所は、屋外は維持管理が大変なので、屋内

にしたい。 

・予算は２５０万を限度とする。 

・設置場所等の許可がいるので、早く決めなければ

いけない。 

 委員長の案 まだ決まった訳ではありませんが、

苅田RC創立２０周年に図書館に贈っ

た【パパのズボン】のような銅像が

いいのではないかと思います。写真

パンフをまわしますので 好きなも

のに印をつけてください。今後の参

考にしたいと思います。値段は、表

示された金額の他に設置台の分が必

要です。 

＝＝質疑応答＝＝ 

☆北九州八幡出身の画家芦
あし

馬
ま

治
はる

雄
お

さんの絵画はどう

か。故人と親しいのでよくして頂けると思う。 

☆誰もが知っている「ラッセン」のようなグラッフ

ィックペイントアートとかどうか。 

☆町から要望されて物を贈るのでなく、クラブのコ

ンセプトに合った事業にしたい。 

☆児童、生徒の作品をオブジェ等の記念物にできな

いか。 

☆苅田町の住民の安全に役立つ車（防災広報車・安

全パトロールカー）はどうだろうか。 

☆予算はだいたいどれくらいあるのか。 

Q＝記念事業費として毎月一人当たり1,000円

集めています。創立35年周年記念事業として、

晋州に桜の植樹とブルゾン購入等に支出いた

しました。昨年度末までの積立預金残高は、

265 万円です。よって、総額 400 万程度です。 

＝＝まとめ＝＝ 

記念事業は、町民の皆さんが喜んでもらえるもの、

そして地域に密着したものにしたい。かつ、苅田ロ

ータリークラブの４０周年の記念として満足できる

ものであって欲しいと思います。まだ2年後ですが、

１つ１つ何事も期限を切って準備をしていきたい。

記念事業については皆さんの意見を参考にして、

今期末までに具体的にどのようにするか決めてい

きたいと思います。 

行橋ロータリークラブ 

創立 50 周年記念式典・祝賀会 
平成 26 年 3 月 21 日（金） 京都ホテル 

 

プログラム 

■式典 

14：00 開会宣言 

開会点鐘 

   国歌斉唱 

   ロータリーソング「奉仕の理想」 

   黙祷 

   来賓紹介 

   来訪クラブ紹介 

   会長挨拶 

   来賓祝辞 

   祝電披露 

   実行委員長挨拶 

   記念事業発表 

   永年会員表彰 

   閉会の辞 

閉会点鐘 

15：15 記念アトラクション「検地楽」 

16：00 記念講演           講師 池間哲郎 

「懸命に生きる人々 ～日本人こそ学んで欲しい～」 

■記念祝賀会 

17：30 開会 

    会長挨拶 

    友好クラブ挨拶 

乾杯 

     「手に手つないで」 

19：00 閉会挨拶                         



 

ニコニコ BOX     親睦委員会  委員長  原 公克 

       

田辺 浩爾  松田会員 写真ありがとうございました。 

杉坂 正徳  2 月 26 日 3500ｇで生れました。男の子で名前は徳都（トクト）です。 お子様の誕生！ 

前田 頴子  久しぶりの例会です。写真ありがとうございました。 

鈴木 公利  誕生日お祝いありがとうございました。職場例会企画だけして欠席しました。高城雅春

会員に仕切って頂きありがとうございました。 

屏  正隆  「ロータリーの友」24 ページ 私の拍手の手で杉坂幹事がかくれてしまいました。すみ

ません。ニコニコします。 

國永 修一  写真戴きました。 

竹部 武男  前回の職場例会 インフルエンザで欠席しました。 

平田 弘作  久しぶりです。 

高橋 功吉  杉坂幹事 おめでとうございます。 

松田 博文  ロータリーの友・週報等に写真をたくさん載せて頂きました。   

中川三四郎  苅田図書館にて個展致します。 

壁屋 好惠  杉坂幹事 おめでとうございます。 

丸山 謙一  松田さんから職場例会の写真を頂きました。 

原  公克  杉坂幹事 ご子息誕生おめでとうございます。ニコニコします。 

 

                                       中川会員・鈴木会員 

集計 31,000 円        累計 798,550 円

 

 

4 つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

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  

 

            

【例会変更】 

 

豊 前 Ｒ Ｃ  3 月 20 日→21 日行橋 RC50 周年記念 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  3月14日→16日 移動例会 体育館 

  3 月 28 日→21 日行橋 RC50 周年記念 

行 橋 Ｒ Ｃ  3月 25日→21日 創立 50周年記念 

行橋みやこＲＣ  3 月 19 日→21 日行橋 RC50 周年記念 

         4 月 2 日→5日行橋みやこ RC30 周年 

田 川 Ｒ Ｃ  3 月 21 日 休会 

          3 月 26 日 花見夜間例会 18：30 

 

 

 

 

 

 

 

 
日時：3 月 18 日（火）～ 30 日（日） 

※ 24 日（月）休館 

場所：苅田町立図書館 展示コーナー 
 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

    行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

 

週報担当委 

高城直紀・小田清二・丸山謙一・井手口貞治 


