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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 

 

9 月 11 日（木） 観月会（夜間例会）18:30～ 

9 月 18 日（木）→21 日（日） 白石海岸清掃 

＊8:50 集合 9:00 開始 

9 月 25 日（木） IT 委員会卓話 

10 月 2 日（木） 職業奉仕委員会卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

≪田中作次 前 RI 会長 特別セミナー≫ 

9 月 12 日（金） 特別職業奉仕セミナー 

■ゴルフ同好会 

9 月 20 日（土） 第 1 回壁屋会長杯（集合 9:30） 

■ＩＡＣ  

9 月 18 日（木） 例会 16:30～ 

 

＜第 1826 回例会＞ 

IAC 韓国夏期研修報告会 

 



＜第 1825 回 例会記録（2014 年 8 月 28 日）＞ 

新会員の入会式 

木部 義憲   

（きべ よしのり） 

職業分類：外構土木  事業所名：トータルワン 

推薦者：杉坂正徳 R・屏正隆 R 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆さんこんにちは、本日は熊澤ガバナ－公式訪問で

の例会です。熊澤ガバナ－、米原ガバナ－補佐、荒井

地区副幹事にはお忙しい中にも拘らずご訪問戴きまして、

誠にありがとうございます。先ほどガバナ－との懇談会が

ありました。クラブの現状や今年度の活動目標のロ－タリ

－デ－、会員増強他色々アドバイス戴き、今後のクラブ

の運営に活かして行きたいとおもいます。 

先週は米原ガバナ－補佐に訪問を頂きました。クラブ

協議会を開催し、ご指導いただき有難うございました。 

 会員増強、拡大月間の本日、木部義憲会員の入会式

が出来、ガバナ－にバッチを付けて戴き増強の目標に

一歩近づきました。 

2014～2015 年度月信 7-1 月号を手に持った時何か

違ってました、皆さん気がつかれましたか？「月信」の字

です。読んでいますと一番後ろのページで表紙の解説

の一番下に題字は熊澤ガバ－ナ－の手によるものです

と、ご自身がかかれた字です。テ－マのあたたかき心に

包まれた素晴らしい作品です。１年間この字の重みを大

切に考え乍ら、悪い条件ばかりの会長ですが、何かクラ

ブの為に役に立つ事が出来るか努力して行きます。表

紙絵は著名なイラストレーター黒田征太郎さんと紹介が

ガバナ－から有ります。ニューヨークや国内外で幅広く

活躍され現在門司にお住みです。空港や病院で壁画を

描き、子供たちの為の会話教室を開いていらっしゃると

の事です。第１回目の円鮮やかに描かれていますが あ

たたかい心で輝き、会員のみでなく、ロ－タリ－ファミリー

や一般社会の方達にも、ゆったり、しっかり受け止めて戴

けるあたたかい色合いの表紙をみて、ホットさせられれ

ば、月信のページの中は？とＰＲになると思い、先ず身

近な従業員に見てもらいました。7-2 月号は平和の象徴

の鳥です 8 月は海に船と鳥が毎月楽しみです。私も黒

田さんの絵を北九州空港が開港した 2 ヵ月位あとに、東

京出帳の時搭乗口で、北九州空港タ－ミナルビルの壁

画のポストカ－ドをいただきました、戴いたＰＳＴカ－ドで

メッセ－ジに、北九州空港の「トイレに絵があったら面白

いだろうな、ちょっとだけ楽しいだろうそんな気持ちが実

現しました」とあり 8 月号の鳥と同じです。壁画を探して

見つけました。 

来週は夏季短期研修から帰ってきました、苅工ＩＡの生

徒と先生の卓話です．帰って来たとき楽しかった？との

声掛けに、帰りたくなかった，体験発表楽しみです。ＩＡ

の生徒たちが 24 時間テレビで募金活動を例年のように

行います。会員の皆様エル苅田へ御協力宜しくおねが

いします。この後熊澤ガバナ－に講話をいただきます。 

幹事報告     丸山 謙一 

１、1999～2000 年度ガバナーの中村善一パストガバ

ナーがご逝去されましたので黙祷を致します。 

2. 4 月 12 日（日）の地区大会で、謝君が「米山」の講

演を行うことになりました。 

委員会報告 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

8月 28日 会員数 35名：出席者 31名：出席率 88.6％ 

メークアップ：8月 30 日 R 財団セミナー 

         丸山 R・桧槙 R・片岡 R・前田 R 

お客様 

米原宏ガバナー補佐 

こんにちは、ガバナー公式訪問に出

席させていただきました。今日で５回

目です。熊沢ガバナーのお話をよく

お聞きになって素晴らしい年度にしていただきたいと思

います。 

＊荒木精一地区副幹事 

このような席に出席させていただきあり

がとうございます。いろいろ勉強させて

いただきたいと思います。 



RI第2700地区 ガバナー   

熊澤
くまざわ

 淨一
じょういち

  

こんにちは。まず、第一に感

激したことは、新会員の入会の

場に出席させていただいたこ

とです。忘れがたい一つの思

い出になることと思います。と申しますのも、若い会員が

入会するということは、二つのメリットがあります。一つは

平均年齢が下がる。もう一つはやはり元気が増します。

是非新入会員をうまく育てていただいてこのクラブの活

性化に繋げて欲しいと思います。 

私の生まれは福岡ですが、父親が三井田川工業所付

属病院に勤めていた関係で、小・中・高を田川で過ごし

ました。この頃よくこの地に来ました。その頃の私は何度

か苅田を訪れたことがあります。当時の苅田の記憶にあ

るのは、一つは遺跡があるということ、もう一つは鍾乳洞

があります。鍾乳洞は田川の方から上がりこちらの方へ

降りる鍾乳洞探検です。一度だけ向こう側に降りてみま

した。それが最初の苅田でした。当時から港が立派な感

じで、帰りは行橋経由で帰りました。当時の思い出として

は歴史・鍾乳洞・港のあるところというのが私の思い出で

ございます。苅田は自動車、工場もありますが、今や空、

北九州空港・陸、東九州自動車道もあります。陸・海・空

の苅田町を十分認識されていると思います。 

私は小倉東クラブですが、行橋から 100 キロウォーク

を行っています。折角なら小倉からという声もありますが、

100 キロですと山の上辺りがゴールとなり、北九州空港か

らですと距離が合わず行橋出発は変わらないでしょう。

参加者は 3,500 人から 4000 人です。別府のロータリア

ン・市長も温泉に入って帰るので welcome なので小倉か

らの出発はないようです。16 回続いていますが、足を挫

いたりはありますが、急病や重症者などはありません。今

は北海道や有名タレントさんも参加されています。 

私は 21 年前福岡クラブに入会し 7 年間在籍致しまし

たが、当時は 150 名の会員がいました。親睦委員となり

受付係となり 150 名の顔と名前を覚えなさいと言われ一

生懸命覚えました。ところが 3 月と 6 月になると数十名も

変わるんです。それは転勤です。ですから、諦めまして

顔だけ覚えることにしました。当時は職業の意識がなくて、

こういう立派な方がいるんだなと思いました。先程伺いま

したが、殆どの方がマイカーでお出でになるようですね。

福岡クラブではマイカーはありません。車で来る方は運

転手さんが運転してきます。というところがロータリークラ

ブと思っていました。小倉東ＲＣでは転勤者も殆どなくク

ラブによって違うんだなと思いました。 

私が申し上げたいのはそこでありまして、クラブは構成

員により成り立っています。よくロータリーはアイサーブと

言われます。クラブで何かを奉仕しようとするときはウィサ

ーブになりますよね。アイサーブがあって、それが基本

で、ウィサーブで最初からやろうというのとは違います。

それをまとめて、一つのクラブの行動方針にしていく、こ

れはその時の会長・幹事のお仕事です。会長・幹事も会

員の意見を基にして動かれるんです。 

一つのクラブの行動がガバナー補佐を通して第一グ

ループの行動に反映します。それを集めたのが 2700 地

区なのです。2700 地区には 61 クラブ、7 のグループ、こ

れが一つになり 2700 地区の動きになっていきます。そし

て、日本には 3 つのゾーンになっていまして、それがＲＩ

の方に色んな意見・具申ができます。ロータリーの動きを

どうするかＲＩが決めてきます。これから先が受け取り方

次第です。ＲＩからいろんな通達が来ますが、ＲＩが決め

たら必ず実行しなければならないものではありません。そ

れはクラブが判断するものであります。そこでよく聞くの

は、この頃ＲＩは変わった。昔とは違う。云々 

ポールハリスがロータリーを始めたのは 4 人です。今

や世界 120 万人です。120 万人の考えと 4 人の考えが同

じであるはずがありません。ポールハリスもいろんな本・

言葉を残していますが、どんどん変わっています。ロータ

リーは変わる組織であり問題はない。国際的に一つの方

針が決まっても、それを具体的に行動するにはどうする

かはクラブです。 

今日は 21 クラブ訪問し、22 クラブ目です。 

ロータリーはあくまでアイであるということ、しかし実際

に行動するときは、活動はアイではできないのでウィでな

いとできません。アイの集まりのウィをやってかまわないと

思います。ロータリーの心、精神は 1 人 1 人違います。し

かし、一旦クラブが決めたらクラブ単位で行ってもらいた

い。ロータリーデーをお願いしていましたが、立派な計画

をしていただいていますが、一つ決めた以上は立派に

やっていただいて、「苅田クラブ、ここにあり！」ということ

を示していただければと思っています。もう一つは、ＲＩに

ついて少し批判めいたことを言われる方もいますが、ＲＩ

は独断ではやっていません。何故変わったのか？どうし

てなのか？を考えて欲しいと思います。 

以上をもちまして卓話といたします。 



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

熊澤淨一 ガバナー   荒井精一 地区副幹事 （小倉東 RC） 

       本日は、何卒宜しくお願い致します。北九州小倉のすぐ隣で、親しみを覚えています。 

米原宏ガバナー補佐 私にとって第１回目の熊澤 G公式訪問、宜しくお願いします。 

 

壁屋 好惠  熊澤ガバナー、米原ガバナー補佐、荒井副幹事、本日は公式訪問有難うございました。

木部義憲会員入会おめでとうございます。 

丸山 謙一  熊澤ガバナー、本日は有難うございました。 

渡邊 和義  ガバナー公式訪問有難うございます。 

鈴木 公利  熊澤ガバナー有難うございました。ますますロータリーが好きになりました。 

片岡 孝市  木部さん、入会有難うございます。 

松田 博文  熊澤淨一ガバナー公式訪問誠に有難うございました。 

杉坂 正徳  熊澤ガバナー公式訪問有難うございました。 

桧槙 敬   木部さんのクラブ入会記念 

屏  正隆  木部さん 入会おめでとうございます。一緒に奉仕の精神を学んで実践を致しましょう。 

青木 政憲  木部さん 入会おめでとうございます。 

高橋 功吉  熊澤ガバナー御来訪有難うございます。 

 

集計 25,000 円        累計 169,00 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 例会変更】 

豊 前 Ｒ Ｃ 9 月 18 日 移動夜間例会  18:30～  

              「観月会」九電資料館   

行 橋 Ｒ Ｃ 9 月 9 日 月見夜間例会  

               正八幡宮   18:30～ 

田 川 Ｒ Ｃ 9 月 17 日 観月会夜間例会 18:30～  

 

 

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 

【本日の昼食】 
☆ 鯛&サーモン刺身 

☆ 豚のロースグリル 

☆ 鰆幽庵焼き 

☆ ところてん 

☆ 御飯 

☆ 苺ゼリーフルーツ 

 

スカイホテル苅田 

 

 

◆苅工 IAC 

8 月 28 日 サンリブ苅田店で募金活動 

≪24 時間 TV 愛は地球を救う≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


