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11:00/研修最終打合せ

8月8日
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出発式

7:30～

13:00/町長出発報告

苅田駅前

＜第 1820 回

会長の時間

例会記録（2014 年 7 月 17 日）＞

会長

壁屋

好惠

みなさまこんにちは 2014～15 年度 苅田ロ－タ－リ－
クラブの会長を 1 年間させていただきます壁屋です。宜
しくお願いいたします。先週は、台風８号上陸のおそれ
の為休会といたしましたので、今年度の第１回の例会で
す。本日は、田川ＲＣ永冨良一パストガバナ－補佐がメ
－キャツプにお見えになられています。2012 年 8 月 30
日ガバナ－公式訪問で苅田クラブに来訪していただき
ました時私は、ＳＡＡをしていました。公式訪問にもかか
わらず緊張感もなくＳＡＡを楽しませていただきました、
毎回の例会がまちどうしい思いで 1 年間務めることがで
きましたのは、公式訪問のおり永冨さんに声をかけてい
ただきましたおかげです。
私のことを少し知っていただきたいと思います。1938
年生まれの 76 歳で中国の北京育ちですが母が行橋に
お産に帰ったそうです。終戦の翌年の昭和 21 年 1 月小
学校 2 年生の時北京を出て、5 月日本の行橋に両親、
弟妹と 5 人で引き揚げて帰ってきました。帰ってきて 5 日
目に下の妹が生まれました。今でしたら飛行機で 3 時間
くらいですが、あちこち疎開をして、４ヶ月かかりました。
家族みんなで無事に行橋に帰ることが出来、山崎豊子さ
んの「大地の子」のような孤児にはならずにすみました。
中学の頃から理科が好きで教員になりたくて京都高校に
入学しましたが弟妹 5 人の長女で家庭の事情の為大学
はあきらめ就職、朝日新聞を受けましたが駄目で小倉の
十条製紙に勤めました。4 年後に苅田で整備工場を一
人で開業する裸一貫の主人と結婚しました。工場を 44
年間手伝いましたが平成１７年主人が亡くなり工場を解
散し、平成 4 年に立ち上げていました今の会社を引き継
ぎました。子供がおりませんので、後見者もいなく現在に
至っています。
苅田クラブには、17 年 2 月に声をかけていただきまし
たが、引き継ぎました仕事、従業員、私自身も仕事を持
っていますのでお断りしましたが、49 日を待たず３月に
苅田クラブに入会させて戴きました。例会出席は、主人
が身近にいてくれる気がします。会長職を受けるにあた
り、社員や身内が私の身体のことを心配してくれましが、
ロ－タリ－大好き人間でした主人は、20 周年会長を務め
ましたので、夫婦で苅田クラブの会長職が出来ることを
一番喜んでくれているとおもいます。
皆様のお力をいただきながら１年間がんばりますので
ご協力よろしくお願いいたします。

幹事報告
1.会員推薦があがっていました木
部さんが通過しましたので、推
薦者の方宜しくお願いします。
2.先週台風の為休会となりプログラムが変更されます。
改めて新しいプログラムを配布いたします。
3.本日 18：30～壁屋事務所で本年度第 1 回 7 月度の
理事会を開催致します。

お客様
※2012-13 年度ガバナー補佐
永冨さんが壁屋会長就任のお
祝いに来られました。

田辺年度（2013-14）

皆勤賞 10 名

田辺 R・杉坂 R・鈴木 R・矢野 R・沓脱 R・屏 R・壁屋 R・高橋 R・松田 R
（渡邊 R）

ございます

出席報告
7 月 17 日
会員数 3４名

委員長

原田

出席者 30 名

雄幸

出席率 88％

１年間活動方針
会長

壁屋

2014～2015 年度 RI 会長

好惠
ゲィリ－Ｃ・Ｋホアン

ＲI テーマ「LｉｇｈｔＵＰ Ｒｏｔａｒｙ」
「ロータリーに輝きを」
ＲＩ会長はクラブ会員がそれぞれの地域社会で「ロ－タ
リ－デ－」を実施したり、ポリオ撲滅活動を支援したり、会員
基盤の発展に尽くすことでロ－タリ－に輝きをもたらすよう
呼びかけ私たちがロ－タリ－でどう生き、どう考え、どう感じ、
どう活動するかがテ－マ－の言葉に込められていると述べ

を 40 名に、内女性会員増は 2
名以上の増員達成をかんがえ
ています。
※会員増強に貢献した会員
には RI ホアン会長よりその
数に応じたバッチが贈呈さ
れるそうです
※会員の維持について、退会したくなくても退会をせ
ざるを得なかった人を思い出しながら退会防止によ
り一層の努力をする。
※ＳＡＡと協力して例会出席が楽しみになるようにする。

られています。
２７００地区ガバナ－ 熊澤 淨一
地区テ－マ－ 「あたたかき心を常に抱いて」
ガバナ方針 １．青少年奉仕活動のさらなる活性化
２．会員増強 ３．ロ－タリ－の推進、ＰＲ ４．ロ－タ
リ－米山奨学会 ５．ロ－タリ－財団の支援と補助
金 ６．ＩＣＳ
熊澤淨一ガバナ－はホアン会長のテ－マを受けて
企画「ロ－タリ－デ－」も小さな事でも大きなことでもクラ
ブ、地区レベルの各種奉仕活動を示しあい地区のモット
－の基盤に立ち地区活動を行ってゆき、単に輝くだけで
はなくロ－タリ－アンの心、あたたかき心を忘れることなく
輝くべきと考え第 2700 地区のモット－を「あたたかき心を
常に抱いて」と。
今年度のクラブテ－マ－は「なでしこの力で広げるロ－
タリ－の輪」 なでしこは女性を意味します、２７００地区
第一グル－プ初の女性会長の意です、笑顔、優しさ、思
いやり、繊細さ、これらの力で誰もが溶け込めるクラブを
目指すことで苅田クラブの特徴の家庭的で何事か行うと
きはクラブが一つに団結しますので、来訪者のかたがも
う一度メ－キヤップに来たいといって戴けるようなクラブ
にしたいと思っています。
熊澤淨一ガバナ－の方針に向け会員増強、会員を増
やすため一般社会の方達にロ－タリ－を認識していただ
けなければなりません。そのためには、情報伝達の為の
「ロ－タリ－の友」・「月信」がありますこれらを家族、友人
などに読んでいただき、興味のありそうなところを解説す
るように努力しましょう。広報・ＩＴ委員会・会報・雑誌委員
会・ロ－タリ－情報委員会は共にロータリ－活動を外に
向けて発信し、今年度は 34 名でのスタ－トですが、目標

※ロータリ－デ－の実施、地域の方たちと活動をとも
にしてロ－タリ－をより広く知っていただき
ます。基本はクラブが活動、活性化し、か
つ地域社会にロ－タリ－をＰＲすることで
す。
※ロータリ－の原点、四つのテストの月 1 回の唱和を。
※ロータリ－の一番の基本は、ロ－タリ－の憲法と言う
べき、ロ－タリ－の綱領です。その中で四つのテスト
が重要であることは言うまでもありません。四つのテ
スト分かりやすく、これを事務所や家にかけておら
れる方は多いと思います。実践したいものです。
次年度は、創立 40 周年を迎えるため微力ですが全力を
注ぎたいと思います会員の皆様ご協力ご支援よろしく
お願いします。

委員会報告
40 周年記念事業委員会
記念事業委員長

松田 博文

2013 年 10 月に記念事業委員会を開催してからの記
念事業の経過報告。
周年記念委員長

丸山 謙一

アンケートをとり最終的に委員のなかで決めていき
たい。

ニコニコ BOX

親睦活動委員長

高橋

功吉

永冨良一（田川 RC）丸山幹事！ 会長を見守って頑張って下さい。
壁屋会長！ 点鐘をもっと力強くたたいてください。
壁屋
丸山
松田
高城
沓脱
鈴木
杉坂
高城
片岡
矢野
國永
田辺
屏

好惠
謙一
博文
雅春
壽
公利
正徳
直樹
孝市
強
修一
浩爾
正隆

山口
原
竹部
桧槙
高橋

勝弘
公克
武男
敬
功吉

一年間会長職頑張りますので宜しくお願い致します。出席 100％達成できました。
一年間宜しくお願いします。
壁屋会長、丸山幹事、一年間頑張って下さい。宜しくお願いします。
高橋親睦委員長さん今期頑張って下さい。
出席皆勤の記念品ありがとう。
皆勤賞頂き有難うございました、今年も頂けるよう 100%を目指します。
壁屋会長、丸山幹事、1 年間頑張って下さい。
本年度 SAA 力不足でありますが頑張ります。
壁屋会長、丸山幹事、1 年間宜しくお願いします。
40 周年の準備の一年です。執行部の皆さん頑張ってください。
新役員の皆さん 1 年間お世話になります。
壁屋年度のスタートです。会長以下理事役員の皆様頑張って下さい。
皆勤出席の景品有難うございます、入会以来 3 年連続頂いていていますので、
今期も休む事なく出席したいと思います。
壁屋会長 1 年間頑張って下さい。
欠席してすみません
お陰様で朝日新聞北九販売（㈱の代表取締役に就任しました。
誕生祝を頂きました、新年度、壁屋会長 1 年間宜しくお願いします。
今期ニコニコ宜しくお願いします。
集計 44.000 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
【近隣ｸﾗﾌﾞ
豊 前 Ｒ
行 橋 Ｒ
田 川 Ｒ
豊 前 西 Ｒ
行橋みやこ

例会変更】
Ｃ 8 月 14 日 休会
Ｃ 8 月 12 日 休会
Ｃ 8 月 6 日 早朝例会（ラジオ体操）
Ｃ 8 月 15 日 休会
R C 8 月 15 日 休会

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

近隣クラブ例会曜日
月曜日 小倉中央 RC
火曜日 行橋 RC
水曜日 田川 RC
行橋みやこ RC
木曜日 豊前 RC

リーガロイヤル小倉
京都ホテル
ザ・ブリティシュヒルズ
京都ホテル
築上館

金曜日

築上町リサイクルプラザ

豊前西 RC

