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＜2014～2015 年度ＲＩ＞  会 長  ゲイリーC．K ホァン（黄其光） 

＜第 2700 地区＞           ガバナー  熊澤淨一 

＜苅田ロータリークラブ＞  会 長：壁屋 好惠 

副会長：杉坂 正徳 

幹 事：丸山 謙一 

ＳＡＡ：高城 直紀 

会報委員長：角田 成弘 

 

＜2700 地区テーマ＞ 

『あたたかき心を常に抱いて』 
 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『なでしこの力で広げる 

ロータリーの輪』 

 

 

例会予定 

 
７月２４日（木） 委員会活動方針 

７月３１日（木） クラブ協議会・決算報告 

８月 ７日（木） 拡大・会員増強 外来卓話 

８月１４日（木） 休会 

 

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  
 

        

 

■地区・第１G・同好会・行事予定 

７月１７日（木） 理事会 18：30～  壁屋会長事務所 

７月２６日（土） 会員増強セミナー  福岡商工会議所ビル 

７月２７日（日） インターアクト指導者講習会 

クローバープラザ 

■ＩＡＣ例会  

8 月１日    韓国夏期短期研修最終打合せ 

8 月 8 日～11 日 韓国晋州夏期短期研修 

 

＜第 1820 回例会＞ 

会長離就任式・活動方針 
 



＜第 1818 回 例会記録（2014 年 6 月 19 日）＞ 

会長の時間  会長  田辺 浩爾 

みなさんこんにちは 会長の時間です。 

いよいよ今年度の会長の時間は今日が最終回とな

ります。この一年間、会長職務としてこの時間の原稿

を作るのに一番時間を使いました。政治家のように事

務方が作ってくれると大変楽だろうなと思います。次

年度からは幹事に原稿作っていただいてはいかがで

しょうか？今日はこの会長の時間についてお話したい

と思います。 

私のこの時間は文字数でいうと原稿用紙２枚分ほ

どで出来ています。会長に就任するまえにどのくらい

の原稿を用意したらよいか大変困っていたところ、丸

山会員から貴重なヒントをいただきました。４００字の原

稿用紙を１枚読むのに２～３分かかるので８００字から

１０００字くらいが時間的にも適当であろうとビールを片

手に教えてくれました。おかげで会長の時間を無事に

終える事が出来そうです。丸山会員ありがとうございま

した。ちなみに今日の文字数は１，０１０字でお話させ

ていただきます。 

また、この会長の時間で皆さんに何をお話ししたら

よいのか、その時の世の中の話題でも話そうかと思い

ながらロータリーの資料を見ておりましたら、 会長の

役割という項目がありまして、 

『クラブ会長は各例会で 5 分間程度の「会長の時間」

をもち、クラブ活動やロータリー全般に関わる情報を

提供することを推奨する。また、テレビや新聞に出てく

る政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出

来るだけ別の機会に話すようにして、ロータリーでの

「会長の時間」はクラブや会員の活動についての話題

や情報を中心に行う。』 と書かれておりましたので、

これで観念して月間特別テーマの話や、我がクラブの

プログラムや活動内容を軸にこの一年間話をさせて

いただきました。 

皆さんにロータリーの情報を伝える立場でありまし

たが、もともとロータリーについて熱心に勉強していま

せんでしたので、実際は原稿を作りながら慌てて調査

して勉強した事を知ったかぶりをしてお話していたの

は皆さんもお気づきの事と思います。そんな知ったか

ぶりの能書きでも皆さんがお付き合い下さったおかげ

で この会長の時間を一年間続ける事が出来ました。 

今日の卓話は会長の一年を振り返ってということで

また後から私が登場する事となりますので、その時に

改めてこの一年のご挨拶をさせていただきますが、ま

ずは今年度、この時間を無事に終了することができま

したことを心からお礼を申し上げまして会長の時間終

わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

卓話  地区国際奉仕委員 片岡 孝市 

2014年 6月9日～11日 フィリピン訪問報告会 

 

 

 

 

       “地球アゴラ”BSNHK 

７月２０日 （日） PM5:00～PM5:50  

原田淑人さんがアゴラーとして登場します！ 

出席報告  委員長  松田 博文 

6 月 19 日 

会員数36名出席免除1名 出席者30名   出席率86％ 

                 修正出席率 92％ 

6 月 26 日 

会員数36名出席免除1名 出席者名34名  出席率97％ 

修正出席率 100％ 



1 年を振り返って    会長 田辺 浩爾 

皆さん改めましてこん

にちは。諸先輩方から

会長と呼ばれてぎこちな

くおりましたものが、やっ

となれてきた頃にもうこ

の日が来たかという気持

ちです。今日は一年を

振り返ってということで

お話をさせていただきます。あっという間の一年でありま

したが、今年度あった事柄を考えると大小いろんなことが

ありすぎて混乱してしまいましたので、月ごとに大枠の事

柄についてお話をさせていただきます。 

７月は、会長就任式があり、翌週に５大奉仕委員長に

よる活動方針の発表が行われました。３週目の例会に

は大変とまどいながらのガバナー公式訪問を迎え、なか

でも青木、井手口両会員が穴井ガバナーじきじきに禁煙

宣言をせまられる一幕もありましたが、お二人に犠牲に

なって頂いたおかげも合ってか、無事に公式訪問を終え

る事ができました。後日談として他のクラブからのお話で

穴井ガバナーは大のカラオケ好きだそうで懇親会を用

意していたクラブでは事前にカラオケを用意しておくよう

にリクエストがあり、当日は 5 曲連続で歌って更にマイク

を離さないので困ったという事があったそうです。我がク

ラブは助かった気がしました。 

８月には、善明女子高校の生徒達が来日し、杉坂幹

事・片岡会員・高橋会員のお宅にホームステイを受け入

れて下さいまして大変お世話になりました。特に今回は

受入れ家族にご迷惑をおかけしないよう、また善明の生

徒達にも規則正しく過ごしていただく事を目的として、苅

工ＩＡＣの生徒達がホームステイ先に泊まることを禁止す

るよう竹部新世代奉仕委員長にお願いをしておきました。

竹部委員長、お手数をおかけしました。また生徒達を見

送る際に杉坂幹事のご子息が号泣し別れに涙を添えて

いただきました。その生徒達とは親睦旅行で善明女子高

校に訪問して再会し、大いに歓迎してくれたことがとても

感動的でありました。 

９月には、米山奨学生ホセイン・シャヘラさんが最

後の挨拶に来ました。カウンセラーを務めていただいた

矢野会員はシャヘラさんの出産や健康上不安定な時期

もありましたので大変心配されご苦労をされていました。

その結果、シャヘラさんは無事に学位を修得し帰国する

事ができました。矢野会員の活動はなかなか目につきま

せんが、ご苦労は計り知れないものではなかったかと思

います。矢野会員、本当にお疲れ様でした。また清掃ウ

ォーキングを白石海岸で行われました。先週、屏社会

奉仕委員長より報告されておりましたが、委員長自ら苅

田町役場に聞き取り調査を行うなど、みんなのためにな

るかを十分に検討していただきました。屏委員長は次年

度も社会奉仕委員会に留任されるとの事でありますので

次年度もこの事業をさらに強力な充実した事業に育てて

いただけるものと期待しております。１９日には、親睦委

員会による観月会がスカイホテルの野外で行われました。

当日は旧暦の８月１５日と満月が８年に１度かさなる日で

もありました。天候もよく、皆さんと見たとても大きな美し

い月は忘れる事ができません。 

１０月は、鈴木職業奉仕委員長のご紹介で門司税関 

苅田出張所 野上所長様をお迎えしてお話をいただき

ました。水際での多方面に渡るお仕事の大変さを知る事

ができました。 

１１月には、私が最も緊張した晋州飛鳳ロータリー

クラブへの公式訪問は親睦旅行を兼ねて行ってまいり

ました。晋州飛鳳クラブから２人目のガバナーを輩出さ

れたお祝いでもありましたので、立派な挨拶をしなけれ

ばとプレッシャーでなかなかうまく原稿ができませんでし

た。式典直前にも杉坂幹事より「会長、顔色悪いよ。」と

いわれるくらい緊張しましたが、なんとか乗り切る事がで

きました。またこの訪問の成果として            

１、姉妹クラブ締結延長の承認。              

２、公式訪問時の費用負担を明確にする。          

３、両クラブの周年記念式典に関すること。         

この３つを明確に約束できたことが大きな収穫ではなか

ったかと思います。そしてこのような約束には金名誉会

員の蔭ながらの尽力があってこそというのは申し上げる

までもありません。本当に感謝しております。 

１２月は、家族親睦会とチャリティ餅つきを行いました。

家族親睦会では家族会員含め９０名ほどの参加をいた

だいて開催しました。これは恒例の行事ではありますが、

親睦委員長の一番の腕の見せ所となるところで大変ご

苦労をいただきました。そのおかげで今期も皆さん大い

に楽しんでいただいているようでした。また桧槇・片岡両

会員によるチャリティオークションも恒例となっており、金

額的にも大きな負担をいただいているようです。その売り

上げの一部をニコニコ等に寄付していただきましたこと

に感謝申し上げます。チャリティ餅つきでは屏社会奉

仕委員長が奮起していただいて餅米を例年より増量し、

また会場となるサンリブエル苅田様からは例年以上のご



理解あるお言葉やご協力を戴くことができました。委員

長から反省点などが先週報告されていましたが、大成功

のうちに終える事ができたと思います。 

１月になりますと新年会を箕島の望海荘で行いました。

原親睦委員長の見立てにより豪華な海の幸を堪能しな

がら楽しい新年会となりました。また幾田会員が入会前

でオブザーバーとして参加し、その後入会したこともとて

も印象深いものでした。 

2 月からは例会変更や移動例会とプログラムも大変忙し

くなってきました。まずは、8日にインターシティミーテ

ィングが中津で行われました。ホストを務める豊前クラ

ブからは苅田クラブが一番出席者が多いです。とホストク

ラブとしてはとても嬉しいことであると感謝され、このあと

行橋クラブの５０周年、行橋みやこクラブの３０周年の記

念式典においても我がクラブからの出席が一番多く、我

がクラブの結束の強さをアピール出来る場が多くありまし

た。その度に私も誇らしい気持ちにさせていただきました。                                    

11 日には、インターアクトの６校合同例会を苅田工

業高校ＩＡＣがホスト校として開催いたしました。今回は

西日本工業大学の協力のもと、とても立派な校舎を会場

として行うことができました。折衝してくださった角田会員

は「俺のチカラで・・・。」とおっしゃっていましたが、その

辺り定かではありません。実習体験ではミニカーをソーラ

ーパネルと使って動かす実験を行い、ロータリアンまで

楽しんで実習に参加していました。その他にインターアク

トの６校合同例会といえば寒い校舎で冷たい弁当という

イメージでありがちですが、学生食堂を利用させて頂け

ましたので温かい食事を提供できたことが参加者にとて

も好評でありました。当日、お手伝い下さった会員の皆

様本当にお疲れ様でした。また担当として竹部青少年

委員長には本当にご苦労をいただいて本当にありがとう

ございました。                         

20 日には、職場例会として航空自衛隊 築城基地に

行きました。当日は冬間の中でも好天に恵まれまして、

屋外で戦闘機にじかに触れる貴重な体験をすることがで

きました。担当である鈴木職業奉仕委員が欠席したから

天気がよくなったと茶化した事をお詫びすると共に、感

謝を申し上げます。 

いよいよ３月に入りまして行橋ロータリークラブの５

０周年記念式典が、４月には行橋みやこロータリー

クラブの３０周年記念式典に参加いたしました。我が

クラブでは次々年度に４０周年を控えておりますので周

年委員会の皆さんはそれぞれメモを取り、タイムスケジュ

ールの確認などに余念がないようでありました。その周

年準備の委員の皆さんは次年度追い込みの時期となっ

てきますので輝く記念すべきその日に向けてさらにご尽

力を戴きたいと思います。また、4 月13日は地区大会が

行われました。この地区大会について私の個人的な感

想は年々事務的というか一般的な講習会とかセミナーの

ような雰囲気になってきているように思われます。以前は

参加する人も多く会場内もいい意味でもっとガヤガヤし

た雰囲気で熱気があったように思います。 

大きな事業のみを紹介させて頂きました。その他にも

大小たくさんのプログラムがありましたが、ありきたりの言

葉で大変申し訳ありませんが、やはり皆様のご協力があ

ってこそ一年を乗り越える事ができました。本当にありが

とうございました。また、最後になりますが役員、理事の

皆様にもお礼を申し上げます。クラブ運営や私の突拍子

もない思いつきにも常に明るく建設的に取り組んでいた

だき、私やクラブを支えてくださいました。本当にお世話

になりました。 

以上で一年を振り返ってお話をさせていただきました。

皆様、私にこの田辺年度を下さいまして本当にありがとう

ございました。 

 

  

 

 

週報担当委員 

角田成弘 片岡孝市 官見敦司 高城雅春 竹部武男

【近隣ｸﾗﾌﾞ 例会変更】 

 

豊 前 Ｒ Ｃ 8 月 14 日 休会 

行 橋 Ｒ Ｃ 8 月 12 日 休会 

田 川 Ｒ Ｃ 8 月 6日 早朝例会（ラジオ体操）

豊 前 西 Ｒ Ｃ 8 月 15 日 休会 

行 橋 み や こ RC 7 月 23 日→18 日 EM 団子河川投入  

   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 


