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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 

 

10 月 9 日（木） 米山・R 財団卓話 

10 月 16 日（木） 苅田海上保安庁 

10 月 23 日（木） クラブ協議会（周年事業） 

10 月 30 日（木） 休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆第 1 回 壁屋会長杯 優勝 福田洋司 

 

■地区・第１G・行事予定 

≪ロータリー情報委員会議≫ 

10 月 25 日（土） TKP カンファレンスシティ 

■第一グループゴルフ大会 

10 月 12 日（日） 勝山御所カントリークラブ 

■ＩＡＣ  

10 月 2 日（木） 例会 1630～ 

 

＜第 1830 回例会＞ 

職業奉仕委員長 鈴木公利 

特別職業奉仕セミナ― 

 田中作次 前 RI 会長講演 DVD 



＜第 1829 回 例会記録（2014 年 9 月 25 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは、本日お

客様に大島英二パストガバ

ナ－、在津吾朗地区広報 Ｉ

Ｔ委員長、行橋みやこＲＣよ

り６名の方、合計８名お見え

になられています。 

先日の２１日は苅田ロータリ－クラブ会員、会員の

社員、家族、苅田工業高校ＩＣ生徒、顧問の先生、地

域の少年野球チ－ム苅田ボ－イズ小学部（選手 監

督 コ－チ 保護者）の皆様総勢８０名での、ロ－タリ

－デ－「白石海岸砂浜清掃ウオ－キング」お疲れ様

でした。お陰様で ホァンＲＩ会長、熊澤淨一ガバナ－

の企画の1つ、ロータリアンだけでなく、地域の方達に

も参加していただき奉仕活動を一緒にと言う、ロ－タリ

－デ－で清掃活動をすることが出来ました、暑い中有

難うございました。 

１８日の観月会はススキを探して、お饅頭を持って

行き飾りましたが、二日前の大きな美しいス－パ－ム

－ンは、残念ですが会場では顔をだしてくれませんで

した。 

 ９月１２日 福岡で開催されました職業奉仕委員会

の、特別職業奉仕セミナ－に出席致しました。講師に

日本から３０年ぶりの、2012－2013 年度 国際ロータリ

－会長 田中作次様をお迎えして、詳細は鈴木委員

長の卓話を楽しみにして下さい。閉会の後名刺交換

会で近くでお目にかかれました、檀上に熊澤ガバナ

－とお二人が上がられていましたので、熊澤ガナバ－

の第一グル－プの初めての女性会長です。と名刺を

交換させていただきました。それはおめでとう頑張っ

てくださいと、もう一度名刺に目をとうされました。やさ

しさと素晴らしいオ－ラ－を戴きました。 

 ９月は青少年のための月間です。先日苅高ＩＡの生

徒と、韓国善明女子高ＩＡの生徒との短期研修が行わ

れました。お互いに交流を始めたのは、今から２６年

前の１９８８年「昭和63年」に苅田工業高校ＩＡＣが、韓

国の晋州市の善明女子高校に出向いたのが最初で

す。それから年月を重ね 26 年目を迎える事になりまし

た。この事業のきっかけは 苅田ロ－タリ－クラブ創立

10 周年の記念事業の一環としてした事が発端です。

こうした経緯を積み重ね乍ら多くの先輩ロ－タリ－アン

の多大なご尽力により、今回も８月８日に出発し８月１

１日に無事帰省することが出来ました。送り出すに当

たり準備の段階から、ハーバ－ド大学に行かれる直前

のお忙しい中、名誉会員の金先生によるハングル語

講座、青少年奉仕委員会、ＩＡ委員会の皆様等のご

協力、ご尽力を戴きました事感謝申し上げます。ホ－

ムステイでの経験を他国の習慣、文化を理解して又

良き思いでとして、人生の片隅に刻んで戴ける事を望

んでいます。 

幹事報告  副幹事 屏 正隆 

・ 本日は、丸山幹事が

病気の為欠席します

ので代行を頼まれま

したが、幹事報告は

ありません。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 委員長 屏 正隆 

 9 月 21 日（日）白石海岸の清掃が無事終りました。

ロータリーデーに参加という事で苅田ボーイズ小学部

の選手や保護者を巻き込んで清掃を行いました。苅

田ボーイズの監督さんから、イベントに参加させてもら

ったことに感謝とお礼の言葉を頂きました。広報活動

としまして、新聞・町政だより等、そしてロータリーデー

に応募予定です。 

広報活動 ■朝日新聞  9 月 22 日 京築版 

■西日本新聞 9 月 25 日 地方版 

■広報かんだ 10 月 10 日 まちの話題 

                  以上の紙面で取り上げて頂きました。 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

9 月 25 日 会員数 35 名：出席者 28 名  

   出席率 80％ 修正出席率 83％ 

メークアップ：9月 18 日 IAC 

    矢野 R・壁屋 R・渡邊 R・松田 R・高城雅春 R 



お客様 

大島 英二 国国際際大大会会推推進進委委員員  

（鳥栖 RC） 2700 地区パストガバナー（2000～01） 

           

２２００１１５５年年６６

月月６６日日（（土土））

～～６６月月９９日日

（（火火））ににかかけけ

ててブブララジジルル

ササンンパパウウロロ

にに於於いいてて国国

際際大大会会がが

開開催催さされれまま

すす。。 

私私ははゲゲイイリリーーCC..KK..ホホァァンン RRII 会会長長かからら大大会会推推進進委委員員

をを任任命命さされれままししたたののでで、、今今年年のの５５月月にに世世界界１１５５地地域域のの

内内日日本本をを代代表表ししててササンンパパウウロロをを訪訪れれままししたた。。  

推推進進委委員員会会でで日日本本かからら大大会会参参加加人人数数をを 22,,000000 名名とと

報報告告ししててききままししたた。。  

大大会会本本部部ととししててはは、、総総参参加加者者をを 3322,,000000 名名弱弱とと計計画画

ししてていいるる様様でですすがが、、日日本本のの面面子子ににかかけけててもも多多くくののロローー

タタリリアアンンややそそのの家家族族のの参参加加をを望望むむととこころろでですす。。  

ブブララジジルルはは今今年年ののＷＷカカッッププがが開開催催さされれ、、再再来来年年にに

ははオオリリンンピピッッククのの開開催催国国でですす。。  

情情熱熱のの国国ブブララジジルルでですすかからら、、是是非非おお誘誘いいああわわせせのの

上上参参加加下下さされればば幸幸甚甚でですす。。  

【【ガガババナナーー月月信信  1100 月月号号】】  

行行橋橋みみややここ RRCC 皆皆ささんん  

藤藤井井賢賢治治 RR  職職業業分分類類：：飲飲食食業業  

西西村村真真人人 RR  職職業業分分類類：：福福祉祉事事業業  

秋秋吉吉憲憲治治 RR  職職業業分分類類：：電電気気工工事事  

竹竹本本一一美美 RR  職職業業分分類類：：建建築築物物清清掃掃業業  

浅浅倉倉隆隆浩浩 RR 職職業業分分類類：：カカーーオオーーデディィオオセセキキュュリリテティィ  

松松山山貞貞徳徳 RR  職職業業分分類類：：環環境境整整備備事事業業  

卓話 

地区広報・IT 委員会 在津吾朗委員長       

（福岡城東 RC） 

 

 

 

 

 

クラブ情報を効果的に外部広報につなげる支援、

地区ネットワーク強化を通じた内部広報支援、新しい

広報媒体としての地域広報サイト立ち上げという３つ

の柱に取組みます。3000 人を超える衆知を結集でき

ればと思います。 

  【ガバナー月信 7 月号】 

～ロータリーを楽しもう～ 

自転車レースでロータリーの PR 

今年 6 月 8 日「第 26 回壱岐サイクルフェスティバル」

に参加「End Polio Now Rotary Velo Club Iki」というチー

ム名で、ロータリーとポリオ撲滅の PR のため、「End 

Polio Now」とプリントしたおそろいのサイクルジャージー

で出場しました。 

観戦に来たロータリアンでしょうか？ 時々沿道から

「ロータリー頑張れ！」という声援を受けながら、全員事

故もなくゴールすることができました。来年は皆さん一緒

に走りませんか？ 

【ロータリーの友 8 月号】  

  

【本日の昼食】 
☆ 鶏唐揚げ 

☆ 鰆チーズ焼き 

☆ 春雨・海月サラザ 

☆ 蛸酢味噌がけ 

☆ 味噌汁・ご飯・漬物 

☆ チョコレートケーキ 

☆ 珈琲 

 

スカイホテル苅田 



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

大島英二 パストガバナー（鳥栖 RC） 

       苅田ロータリークラブの皆様、本日は 2015 年 6 月 6 日～9日まで国際大会がサンパウロ

（ブラジル）で行われる為推進委員の役で参りました。よろしくお願いします。 

行橋みやこ RC の皆様 

秋吉 憲治  久し振りにメーキャップさせて頂きました。有難うございました。 

浅倉 隆浩  突然の例会参加でした。楽しかったです。 

竹本 一美  今日はお世話になりました。来年 2月 11 日のインターシティーミーティング・6クラブ

合同例会には是非ともご出席をお願いします。ニコニコします。 

西村 真人  今年度Ｉ．Ｍ・６クラブ合同例会宜しくお願いします。 

松山 貞徳  本日はお世話になりました。 

 

壁屋 好惠  白石の浜清掃ウォーキング（ロータリーデー）お疲れ様でした。 

屏  正隆  21 日に行われました白石海岸砂浜清掃ウォーキング皆様ご支援・御協力ありがとうござ

いました。 

井手口貞治  在津地区委員長、卓話を有難うございました。 

福田 洋司  第１回壁屋会長杯優勝しました。 

田辺 浩爾  本日は沢山の方々にお越し頂き誠に有難うございました。在津委員長を見習ってロード

バイクを手に入れました。 

安田 定行  消防施設の点検でマイクの音声等に不備があり申し訳ございませんでした。 

國永 修一  10 月 12 日 第一グループゴルフコンペ参加お願いします。 

青木 政憲  早退します。すみません。 

鈴木 公利  14 年間育てた珈琲の苗が成長して初めて白い花を咲かせました。実にして飲みたいです。 

松田 博文  大島パストガバナー・在津地区委員長をはじめ大勢のお客様の訪問有難うございます。 

原  公克  清掃ウォーキングお疲れ様でした。心もきれいになったかな？ニコニコします。 

高橋 功吉  大島パストガバナー 行橋みやこ RC の皆様ご来場有難うございます。 

 

集計 36,000 円        累計 228,000 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 例会変更】 

豊 前 Ｒ Ｃ 10 月 24 日 ガバナー公式訪問 

豊 前 西 R C 10 月 24 日 ガバナー公式訪問            

行 橋 Ｒ Ｃ 10 月 15 日 ガバナー公式訪問 

行 橋 みやこ RC 10 月 15 日 ガバナー公式訪問            

田 川 Ｒ Ｃ 10 月 15 日 休会    

 

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 

 

 

 

 

週報担当委員 

角田成弘 片岡孝市 官見敦司 高城雅春 竹部武男 


