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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 1807 回例会 

 

ＰＥＴＳ報告 壁屋好惠 

 

 

例会予定 

 

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 

4 月 12/13（土・日） 

     地区大会  福岡国際会議場 

       13 日 受付開始     08：00～ 

           開会宣言・点鐘  09：00～ 

3 月 21 日（金） 

行橋ＲＣ50 周年記念式典 

   

 

4 月 17 日（木）夜間例会 18：30～ 

         ＩＡ台湾短期研修の報告 

4 月 24 日（木） 健康管理委員会  

■地区大会 ゴルフ 

4 月 11 日（金） ザ・クラッシクゴルフ倶楽部 

4 月 27 日（日） 第 3回 田辺会長杯  



第 1805 回 例会記録   

（2014 年 3 月 13 日） 

会長の時間   

 会長  田辺 浩爾 

本日は行橋みやこクラブより米原次年度ガバ

ナー補佐、奥野幹事 前田次年度会長をお迎え

しての例会です。行橋みやこクラブでは３０周

年記念式典が４月５日に控えて大変ご多忙の中

お越しいただきありがとうございます。後ほど

一言ご挨拶を戴きたいと思いますので宜しくお

願い致します。 

さて、そろそろ次年度に向けて各所で活動が

行われる時期になってきました。今週末に「Ｐ

ＥＴＳ」が開催されます。ＰＥＴＳとはプレジ

デント・エレクト・トレーニング・セミナーの

略称で直訳すると次年度会長研修会というとこ

ろでしょうか。１年前、このＰＥＴＳに参加い

たしましたが、私の場合何がなんだかさっぱり

解らないまま終わった感じでした。次年度ガバ

ナーのお話のなかでＲＩや地区の方針などが聞

けますのでクラブの方針を立てる上でアイデア

になると思います。 

余談ですが、その頃事務局の二宮さんにＲＩ

や地区から送られてくる書類やら本やらを目を

通す間もなく次々に渡されていましたので「ひ

ょっとして意地悪をされているのかな？」と思

う時期があったことも思い出しました。 

また、このあと我がクラブの次年度の組織が

発表されるとの事であります。組織が決まれば

今後、壁屋年度に向けての準備が活発に行われ

ていくことと思われます。壁屋次年度会長にお

かれましては公私共にお忙しいと思いますが、

次年度の準備には時間もかかるし体力も必要と

なってきますのでくれぐれも健康にはご留意下

さいまして活動に臨んで戴きたいと思います。 

私も壁屋年度につなぐため会員増強やホーム

ページの開設など担当委員会と共に頑張ってま

いりますので。田辺年度はもう飽きたねなんて

言わずに会員皆様のご協力のほど、宜しくお願

い致します。 

さて、本日の卓話は社会奉仕委員会 屏委員

長お願いしています。今年度は屏委員長のもと

に６名の委員が配置されています。渡邉会員、

長江会員、矢野会員、山口会員、官見会員、角

田会員と全員が会長経験者の大ベテラン会員ば

かりです。もちろん偶然です。そのあたりのお

話があるかわかりませんが楽しみにしています

ので屏委員長宜しくお願いします。  

以上、会長の時間を終わります。 

幹事報告    幹事  杉坂 正徳 

地区協議会 日時：5月 10 日 13：00～17：45 

場所：アクロス福岡（福岡市天神） 

参加予定者 会長     ：壁屋 好惠 

      幹事     ：丸山 謙一 

      クラブ奉仕  ：杉坂 正徳 

      広報・ＩＴ  ：井手口 貞治 

      会報・雑誌  ：角田 成弘 

      職業奉仕   ：鈴木 公利 

      ロータリー情報:田辺 浩爾 

      社会奉仕   ：屏 正隆 

      青少年奉仕  ：松田 博文 

      インターアクト：高城 雅春 

      米山記念奨学会：渡邊 和義 

      ロータリー財団：前田 頴子 

      国際社会奉仕 ：片岡 孝市 

  出席委員会 委員長  松田 博文 

3 月 13 日 

会員数36名出席免除1名 出席者27名   出席率78％ 

3 月 21 日 

会員数36名出席免除1名 出席者30名   出席率86％ 

 



本日の卓話  

社会奉仕委員長 屏 正隆 

ロータリーの社会奉仕について 

1905年ロータリーが誕生し

て、1906 年ドナルド M.カータ

ーが『会員以外の人の役に立

つようなことが出来れば、何

か市民に対する奉仕をすべき

だと思います。』これを受け

クラブ定款に以下の目標が追加されました。 

《シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民

としての誇りと忠誠心を市民の間に広めるこ

と》 

 ロータリーの社会奉仕第１号としては、1907

年、シカゴの中心部に公衆トイレを設置したこ

とです。当時、女性は百貨店、男性は居酒屋の

中にあるトイレを使わなければならなかった。

施設を利用する代わりに何かを買うという暗黙

の了解があった。激しい反対の中 ロータリ

ー・クラブの最初の奉仕プロジェクトとして、

シカゴに公衆トイレを設置した。そして、その

ことが、社会奉仕の概念は、ロータリーの心の

一部として定着した。 

 社会奉仕とは、クラブの所在地域または行政

区城内に住む人々の生活の質を高めるために、

時には他と協力しながら、会員が行うさまざま

な取り組みからなるものである。（手続き要覧

から） 

“ロータリーは、奉仕団体ではない 奉仕す

る人々の集まった団体である。” 

 

本日のお客様 

行橋みやこＲＣ 

次年度ガバナー補佐 米原 宏 

次年度会長     前田廣治 

 幹事        奥野親行 

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 

 

 

 

 

 ウェルカムアーチ♪ 

☆ダンボール☆ 

 

   

 受付・・高橋会員 

 

寄贈：目録 

行橋市立図書館に 

「行橋ロータリー文庫」設立 

 

記念講演 

    池間 哲郎氏 

  

 

 

福岡県指定 

無形民俗文化財 

「下検地楽」 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 ニコニコ BOX     親睦委員会  委員長  原 公克            

 

 

☆次年度ガバナー補佐 米原 宏 

 お世話になります。これからもよろしくお願いします。 

☆行橋みやこロータリークラブ  奥野幹事・前田次年度会長 

行橋みやこＲＣ創立 30 周年記念式典の御来席をお待ちしています。本日は有難うございました。       

 

田辺 浩爾  行橋みやこＲＣの皆様、本日は来訪ありがとうございました。屏委員長、期待どおりの

卓話 ありがとうございました。 

杉坂 正徳  屏社会奉仕委員長 熱い卓話ありがとうございました。 

高城 直紀  前田ＳＡＡの代行 無事終えることが出来ました。自分で自分を褒めたいと思います。 

定野 邦男  誕生日のお祝 ありがとうございます。 

壁屋 好惠  次期ガバナー補佐米原様 次期会長前田様、現幹事奥野様、宜しくお願いします。 

松田 博文  米原次年度ガバナー補佐よろしくご指導の程お願いします。 

田中 一義  伊勢神宮に正式参拝しました。 

青木 政憲  屏委員長 熱い卓話 勉強になりました。 

屏  正隆  行橋みやこロータリーの皆様、みっともない卓話を聞かせてしまいましてすみません。 

渡邊 和義  行橋みやこＲＣの米原さん、前田さん、奥野さん、来苅ありがとう御座居ます。 

丸山 謙一  米原次期ガバナー補佐 よろしくお願いします。 

原  公克  行橋みやこロータリークラブのみなさん、本日は、ありがとうございました。     

創立 30 周年 おめでとうございます。 

 

集計 25,000 円        累計 823,550 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→5日行橋みやこ RC30 周年 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 3月 28 日→21 日行橋 RC50 周年記念 

         4 月 11 日→5日行橋みやこ RC30 周年 

行 橋 Ｒ Ｃ 4月 1 日→3月 29 日「花見例会」 

         4 月 29 日→祝日の為休会 

行橋みやこＲＣ 4月 2日→5日行橋みやこ RC30 周年 

田 川 Ｒ Ｃ 4月 30 日 休会 

          

 

 

 

 

第 36 回 第１グループゴルフコンペ 

        3 月 16 日 

   優 勝 ：苅田ロータリークラブ 

    個人優勝 ：山口 勝弘 

 

 

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 


