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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 16 日（木） 苅田海上保安署 

          白石喜代利 署長 

10 月 23 日（木） クラブ協議会（周年事業） 

10 月 30 日（木） 休会 

11 月 6 日（木） 新会員卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 作次 RI元会長 特別職業奉仕セミナー DVDより 

 

■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 

集合 10：00  スタート 10 時 27 分 

■ＩＡＣ   1１月１日（土） 苅工祭 

 

＜第 1831 回例会＞ 

 

米山・R 財団委員会 渡邊和義 委員長 

  



＜第 1830 回 例会記録（2014 年 10 月 2 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは、先週の例

会は大島パストガバナ－を含

め、ロータリ－歴の長いベテ

ラン会員８名のお客様がお見

えになられ、呑気ものの私も

日頃にない緊張感を、楽しませて戴きました。メークア

ップをして頂きました皆様、ありがとうございました。 

「ロータリ－の基本は例会から」と言われています。ロ

－タリアンの三大義務の１つに「例会出席」と言う言葉

があります。例会出席は単なる義務としてではなく、

「クラブの例会」を楽しむため、出来れば少し早めに

会場に行き、１人でも多くの会員とお話をして、自分な

りの楽しみを見つけましよう。 

メークアップも時々はいいですよ。例会の雰囲気や進

行の様子はそれぞれのクラブによって、色々と異なっ

ていますので、他クラブに訪れて例会に出席すること

で、新しい何かが広がって来るかも知れません。他ク

ラブの例会運営や卓話を通じて、友情を深めると同時

に新しい知識を吸収することは、今後のロータリー活

動に活かせるものと信じます。苅田ロータリークラブの

例会も全員が同じ方向を向いて、60 分間同じ空気を

吸って、若い高城ＳＡＡ指導のもとに楽しんで、魅力

あるものにしたいと考えています。 

私も時々メークアップをいたしますが、一番遠く思い

で深いのが、２００９年１月、成田空港－ヒュウストン

（乗り継ぎ７時間待ち）－ブェノスアイレス－ガラファテ、

アルゼンチンの南端の空港迄フライト２９時間、バスで

チリ共和国南端のプンタアレ－ナブの街に行き、そこ

からデスカバリ－号に乗船、９日間の南極の船でのク

ル－ズの 2 日目に１２時から１３時迄、６階のゲストル

ームでロ－タリ－の例会が有り、渡邊会員、松田会員

と私の３名で船上での例会にメークアップをしました。 

下船後アルゼンチンのフェグ島、世界最南端の街ウ

シュアイアで例会に参加しようとロータリーを探しまし

たが、雑草が伸び放題で簡単な柵、錆びたコンテナ

にロ－タリ－のマ－クが貼ってあるだけでした。世界

最南端のロ－タリ－クラブでのメークアップの夢は、か

ないませんでした。船上での例会を経験し、ロ－タリ

－の素晴らしさを改めて実感しました。 

先週の 27 日親睦委員会の主催で新入会員２名の

歓迎会がありました。より一層の親睦を計ることができ

ました。炉辺会合をすることは各委員長さんの熱意に

より叶えられ、成果を上げられます。高橋親睦委員長

はじめ、出席して頂きました委員の皆様感謝もうしあ

げます。 

幹事報告  幹事 丸山 謙一 

・広島災害義援金についてガバナーから報告             

2700 地区から 56 クラブ参加、総額 2,588,134 円集ま

りましたので 2710 地区に送金いたしました。     

尚、苅田ｸﾗﾌﾞからは、35,000 円を送金いたしました。 

・10 月ロータリーレートは 1 ドル＝106 円です。 

卓話 

職業奉仕委員長 鈴木 公利  

職業奉仕の卓話となると、どう

しても硬い話にならざるを得ま

せんが、年一度、この職業奉仕

月間で、ロータリーの原点である

職業奉仕について考えて頂くこ

とは、ロータリアンの義務と思っ

てお聞きください。 

ロータリーは単なるボランティア団体ではない、ロータリ

ーには職業奉仕という金看板があり、他の奉仕団体と違

いはここにあると言われています。では、その職業奉仕と

はどういうことか、それは私は自分自身で答えを出すもの

で、一人一人その答えの出し方が違うと思います。職業

奉仕月間に当たって、会員の皆様に改めてそのことにつ

いて考えて頂き、また先月開催された地区職業奉仕セミ

ナー、田中作次元 RI 会長の講演の概要についてお話し

したいと思います。 

これからお話しする内容は、ロータリーの友 10 月号 P.13

に掲載されておりますので、ご参照いただければ、ロー

タリアンの「ロータリーの友の購読」の義務を果たすことに

なりますのでよろしく。 

職業奉仕は、単にロータリアンの職業に伴う仕事を人の

為に提供する奉仕だけではなく、その奉仕するロータリ

アン自身に高い倫理基準と、高潔性の推進が求められ



ています。これは「ロータリーの目的」の第二項を基にし

ていますが、この項でロータリアンは次のことを進んで実

行することを求められています。 

1 職業上の高い倫理基準を持つ・・・自分の職業行

為・仕事に、人として守り行うべき道、つまり、善悪・

正邪の判断できる道徳・モラルの規準もつことで

す。 

 2 役立つ仕事はすべて価値あるものという認識を持つ

こと…人や社会の役に立つ仕事は、価値を生み出

す、役立つ仕事であれば上下の区別はないというこ

とです。  

 3 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を

高潔なものとすること・・・職業は社会に奉仕する機

会で、その職業の質を高めることが必要ということで

す。 

以上が、ロータリアンとして求められていることであります

が、これらをどのように実践する方法のいくつかをご紹介

します。 

 1 例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの

職業について学び合う(会員卓話) 

 2 地域社会の奉仕プロジェクトで職業スキルを活かす

(例えば、ロータリーディでの高城清掃さんとか、片

岡食品さん) 

  3 高潔の精神で仕事に取組み、言語を通じて模範を

示すことで倫理的な行動を周囲に促す(先輩会員・ガ

バナーの卓話、各委員会セミナーの講演) 

  4 若者のキャリア目標を支援する(IAC の支援・例会出

席、韓国短期研修) 

以上が職業奉仕の実践の一部ですが、皆様も、日頃こう

した実践をされているか自己を振り返って頂きたいと思

います。 

さて、今年度、地区の職業奉仕委員会は、こうした会員

の職業奉仕に対する意識を高めるために、田中作次元

RI 会長をお招きしてセミナーを開催しました。9/12 ホテ

ル日航博多で開催され、当日は全 61 クラブ 400 名ほど

が参加、わがクラブでも壁屋会長、松田さん、職業奉仕

委員会長江さん、田辺さん、鈴木の 5 名が出席しました。

後ほどその講演の一部を昨日届きました DVD でお見せ

します。 

当日は、田中会長の意向もあって講演は 30 分ほどで、

あとは地区代表からの質問に答えるという形で行われま

した。田中会長のプロフィールについては、先日来られ

た地区委員の甘木クラブの井上委員から資料をお配りし

ておりますのでご承知のこととは思いますが、集団就職、

就業しながら高校、大学の教育を受けられ、一雑貨店を、

家庭用の紙卸業で日本一の会社に育てられました。 

講演の演題については特に設けられていなかったようで

すが、日頃考えられている職業奉仕の根幹となっている、

職業を持って仕事をする目的について、30 を超える項

目を挙げられて説明を加えられました。 

仕事をする目的の 30 の中から自分が理解できた、共感

できた項目を上げてみます 

1. 自分の得意な分野(業種)で社会に貢献する(強みを

更に活かせれば、より貢献できる) 

2. 夢を実現する(会社、個人の目標、あるべき姿を描き、

そのために何をすべきか、実現するための方策を考

える) 

3. より豊かな生活環境を目指す(自己や会社を取り巻

く人々のために役立つことをする)  

4. 人々の役に立ち喜んでもらうこと 

5. 経済的自立と自己の精神的成長 （独り立ちして生

活の安定をはかり、人としての倫理観を備える） 

6. 問題発見能力と、解決能力を身に着ける（新しい役

立つこと、ニーズを見つけ出だす力、開発する能

力） 

以上、多種にわたる仕事をする目的、仕事の進め方に

関するご自身の実体験に基づいたお話を展開されて、

ロータリーの理念とご自身の企業理念を合致させ、職業

奉仕を実践されていると感じました。 

 わたくし、田中会長のお話を聞きながら、以前 勤めて

おりました、『海賊と呼ばれた男』で騒がれました出光の

「社是・企業理念」を思い起こしました。言葉は違います

が、田中元 RI 会長の言われるロータリーの職業奉仕の

考えと重なるところが多いと感じました。それは次の言葉

です。【消費者本位】・【大地域小売業】・【人間尊重】・

【大家族主義】 出光の企業理念の根幹は、生業：石油

販売を通じて人々、社会、国家のために奉仕できる、周

囲から尊重される人を育てることであります。これは、ロ

ータリーでいう、職業奉仕のあり方、ロータリアンに求めら

れる高潔性の推進に他ならないように思えました。 

以上で卓話を終えます。それでは、先月開催されまし

た職業奉仕セミナー「田中作次 元 RI 会長」の DVD を

上映致します。



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

安本 仁美（行橋 RC）本日は御世話になりました。 

 

壁屋 好惠  行橋クラブの安本さん・福島さん、メーキャップ有難うございました。 

丸山 謙一  お誕生日祝を頂き 有難うございます。 

鈴木 公利  卓話をお聞き下さって有難うございました。 

長江 三郎  早退します。スミマセン。 

片岡 孝市  ニコニコが少ない様なのでニコニコします。 

原  公克  早退します。 

松田 博文  所用で早退します。 

田辺 浩爾  早退します。 

高橋 功吉  息子が「みどり幼稚園」に入ることが出来ました。 

 

集計 34,000 円        累計 262,000 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 

 

 

 

お客様 

行橋 RC： 福島小太郎（地区広報・IT 副委員長） 

安本仁美  （副幹事） 

委員会報告 

出席報告  委員  安田 定行 

10 月 2 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：10 月 2 日 IAC 例会 屏会員 

 

【本日の昼食】 
☆ チキン南蛮 

☆ 甘鯛酒蒸し 

☆ きんぴらレンコン 

☆ イカ明太 

☆ 味噌汁・ご飯・漬物 

☆ 葡萄ゼリー 

☆ 珈琲 

 

スカイホテル苅田 

 

 

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 


