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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』 

 

 

 

 

 

 

 

例会予定 

 

10 月 2 日（木） 田中作次前 RI 会長 DVD 

10 月 9 日（木） 米山・R 財団卓話 

10 月 16 日（木） 職業奉仕委員会 

10 月 23 日（木） クラブ協議会 

＜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』 
 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

10 月 25 日（金） ロータリー情報委員会 

■ゴルフ同好会 

10 月 12 日（日） 第 1グループゴルフ大会 

■ＩＡＣ  

10 月 2 日（木） 例会 16:30～ 

10 月 12 日（日） 苅田みどり幼稚園運動会 

 

＜第 1829 回例会＞ 

在津吾朗 地区広報・IT 委員長 

 



＜第 1826 回 例会記録（2014 年 9 月 4 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんばんは、ガバナ－公式訪問の例会、前の

週のガバナ－補佐の訪問でのクラブ協議会、お疲れ

様でした。 

会員増強月間のガバナ－公式訪問日に、新会員

の木部義憲会員の入会式が出来、若い会員が入会さ

れ平均年齢も下がり 1 つには元気が出て、クラブの活

性化になりますし、ロータリ－デ－も苅田ボ－イズの

小学部選手、監督、保護者に協力をお願いして９月

に実施される事が決まっています事等、ガバナ－に

好評をいただき、出席率も 89 パ－セントで会員の皆

様の一人一人のお力とご協力で、無事ガバナ－公式

訪問を終わることが出来ました事、厚くお礼申し上げ

ます。ガバナ－ご自身は田川で、小、中、高を過ごさ

れ遺跡や鍾乳洞を探検に何度も行き、１度だけ向こう

側に降りてみようと思い、出たところが「かんだ」でした。

当時から港も立派で歴史的な情緒があり、思い出深

い地です。とおっしゃっていました。 

8 月 20 日に第１回会長、幹事会が豊前西クラブの

ホストで開催され、各クラブの幹事が会長を紹介する

と言うことで、丸山幹事に紹介をして頂きました。 

本日は先日韓国に短期研修に参加した、苅高の生

徒さん達の体験発表があります。交流を初めて 26 年

になります、今年はどのような体験を？楽しみです。

晋州飛鳳ロ－タリ－クラブのリュ・サンス会長よりお手

紙を戴き、期間中に台風が予報され心配しましたが、

幸い福岡出発時も韓国での気象状況も非常に良く、6

名も韓国の環境によく適応して、特に善明女子校生

たちと一緒に韓国の文化と歴史を体験し、伝統と習慣

を学び乍らよく交流しました。男子生徒 4 名は私の家

にホ－ムステイして、今日は 2 名の女子生徒と善明女

子の生徒たちと一緒に、楽しい時間を過ごしていま

す。 

このような韓・日間の青少年交流は意義深くて、非

常に価値のあるロ－タリ－の国際的なボランティア事

業だと考えられ、持続的に出来る事が私の望みです。

日本に到着するまで安全で、事故等には最善を尽く

しますので、ご安心ください。 

 

幹事報告     丸山 謙一 

１、ガバナーから公式訪問に際しての礼状が届いて

います。 

2. 9 月 12 日：観月会夜間例会。 9 月 18 日は例会

変更で 21 日（日）白石の浜清掃ウォーキング移動

例会になっています。 

３．18 日 18:30～理事会があります。 

委員会報告 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

9 月 4 日 会員数 35 名：出席者 31 名：出席率 88.6％ 

9 月 12 日 会員数 35 名：修正出席率 100％ 

9 月 21 日 会員数 35 名：修正出席率 100％ 

メークアップ：9月 12 日 田中作次講演 

 壁屋 R・松田 R・田辺 R・長江 R・鈴木 R 

IAC 韓国夏期短期研修報告は次回別紙にて 

 

おめでとうございます 

 

 

 

 

 

    安田定行 R  片岡孝市 R 

【本日のメニュー】 

牛ロース        

サーモンのペンネ    

卵豆腐         

天心          

味噌汁         

ご飯          

苺ケーキ・珈琲             スカイホテル苅田 



＜第 1827 回 例会記録（2014 年 9 月 12 日）＞ 

観月会 18:30～      親睦活動委員会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【松花堂弁当】                       

ローストビーフサラダ     

鱧杯肉巻 ・刺身       

海老葛饅頭・湯葉豆腐   

巻きずし・いなり・茶碗蒸し 

冷やしぜんざい・珈琲 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 1828 回 例会記録＞ 

白石浜清掃ウォーキング    社会奉仕委員会 

日時：平成 26 年 9 月 21 日（日）9：00～12：00 

場所：苅田町大字与原 白石海岸 

内容：苅田ビクトリー小学部の選手や保護者 30 名、 

苅田工業高校 IAC の生徒と顧問教師 20 名、 

苅田 RC 会員の会員と社員・家族 30 名 

社会奉仕活動として、今回は苅田ロータリークラブ

の会員だけで行うのではなく、一人でも苅田多くの方

がゴミに対する意識の向上につなげてもらえるよう工

業高校インターアクトクラブの生徒達や、地域の少年

野球チームである苅田ボーイズ小学部の選手や保護

者、更に苅田ロータリークラブ会員の社員や家族を巻

き込んで、清掃活動を行いました。 

2 時間くらいの清掃でしたが、流木やビニー

ル袋・空き缶・瓶・ペットボトル・花火の残骸、お

弁当の空き箱など 100 袋以上のゴミ袋が集まり

ました。さらには、広範囲にわたり草刈を行い

ました。この機会を通じて、参加してくれた１人

ひとりの今後のゴミに対する行動がいい方向に

向かうことを信じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員  青木 政憲  

 

壁屋 好惠  公式訪問無事終わりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。苅工の IA の皆様お帰り

なさい 

丸山 謙一  IAC の皆さんすばらしいお話を有難うございました。立派な報告会でした。 

前田 頴子  財団セミナーに参加しました。片岡さん、桧槙さん、丸山幹事大変楽しい日を過ごしま

した。 

片岡 孝市  誕生日祝を頂き有難うございました。 

安田 定行  誕生祝有難うございます。 

山口 勝弘  苅工生韓国研修お帰りなさい。プレゼンよかったヨ！ 

青木 政憲  インターアクトの皆さん素晴らしいプレゼンを有難うございました。 

松田 博文  IA 韓国研修報告有難うございました。 

國永 修一  公式訪問欠席してしまいました。 

高橋 功吉  早退します。申し訳ありません。 

井手口貞治  早退します。申し訳ありません。 

杉坂 正徳  早退します。すみません。木部さん入会おめでとうございます。 

屏  正隆  社会奉仕委員会の炉辺会合を事務局で行います。21 日の清掃ウォーキング宜しくお願い

致します。 

矢野 強   青木さんのニコニコ初登場を祝して！ 

 

集計 23,000 円        累計 192,00 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】 

行橋みやこＲＣ 10 月 8 日 公式訪問前クラブ協議会 

         10 月 15 日 ガバナー公式訪問 

行 橋 Ｒ Ｃ 10 月 7 日 公式訪問前クラブ協議会 

 10月 14日→15日 ガバナー公式訪問（行橋みやこ合同）  

田 川 Ｒ Ｃ 10 月 1 日→9月 30 日（火） 

芸術体験事業 青少年文化ホール フルート演奏 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

【第 1 回壁屋会長杯】 
 

優勝：福田 洋司 

準優勝：丸山 謙一 

 

 

 

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 


