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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 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 

11 月１3 日（木） ICS 委員会卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神幸祭 御神輿   宇原神社 

■地区・第１G・行事予定 

10 月 23 日（木）第１Ｇ会長幹事会 19：00～ 豊前 

≪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 

■ＩＡＣ  10 月 16 日 例会 16：30～ 

11 月１日（土） 苅工祭 

 

＜第 1832 回例会＞ 

 

苅田海上保安署 白石喜代利 署長 

 



＜第 1831 回 例会記録（2014 年 10 月 9 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

みなさまこんにちは、今年の

ノーベル物理学賞を、発光ダイ

オ－ドの開発に成功し、応用へ

の道を開いた日本人３名の研

究者に贈ると発表されました。

ビックニユ－スです！！ 

今月は職業奉仕 米山月間です。お客さまに安増

敦夫地区米山記念奨学委員長がおみえになられて

います。「米山記念奨学会」について、PETS で配られ

た資料を基にお話しさせて頂きます。皆さん、米山に

ついて新入会員になったつもりで、聞いてください。 

ロ－タリ－米山記念奨学会とは 

「米山記念」ってどういう意味？ 

平和を愛し、青少年の育成と援助に手を差しのべた、

日本ロ－タリ－の創業者、米山梅吉氏の死後彼の偉

業を称え、記念し、後世に残るような有益な事業を立

ち上げたい－。その精神を受け継ぐ意味で１９５２年

に、日本で学ぶ外国人留学生の支援事業をはじめま

した。クラブ単独事業として始まったこの事業は、わず

か５年で日本全国の共同事業へと発展。１９６７年に

は文部省（当時）を主務官庁とする（財）ロ－タリ－米

山記念奨学会が設立されました。５０年以上の歴史を

持つ、歴史的にも世界に類を見ない日本のロータリ－

独自の多地区合同活動となっています。日本最大の

民間奨学事業で、彼が設立した奨学金制度ではあり

ませんが、日本中のロ－タリアンが米山氏の心を大切

にしています。ロ－タリ－日本国内全地区の合同奉仕

事業です。 

 「記念奨学事業」とは 

全国のロ－タリ－アンからの寄付金を財源として、日

本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する

国際奨学事業を行っています。 

使命は将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国

際社会で活躍し、ロ－タリ－運動の良き理解者となる

人材を育成する事です。これはロ－タリ－の目指す 

平和と国際理解の推進そのもので、半世紀にわたっ

て受け継がれている事業です。 

1952 年東京ロ－タリ－クラブが発表したのは、海外か

ら優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事

業「米山基金」の構想でした。そこには、二度と戦争の

悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界平和に

寄与したいという、当時のロ－タリ－アン達の強い願

いがあったのです。 

将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日

本を世界に理解させる為には、アジアの国々から一

人でも多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本

を肌で感じて貰うしかない。それこそ、日本のロ－タリ

－に最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか。 

シンボルマ－クの意味：重なり合うハ－トは「ロータリア

ン」と「奨学生」です。 

外国人留学生の支援、交流を通じて国を超えた信頼

関係を築き、世界の平和を願う“心”を育てるという、

事業創設の願いが込められています。手は、そうした

“心”を生み出すと同時に、当事業がロ－タリアンの手

で支えられている事を示しています。 

 米山奨学事業は、全国のロ－タリアンから毎年いた

だく寄付で、支えられています。未来へかける平和の

懸け橋。米山記念奨学事業を支えるのはあなたで

す！ 

幹事報告  幹事 丸山 謙一 

・10 月 16 日 18：30～ 理事会を壁屋事務所で開催

致します。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 委員長  高橋 功吉  

10 月 14 日 18：30～ 三原文化会館で、

親睦委員会の炉辺会合を致します。議

題は、年末の家族親睦会です。 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

10月9日 会員数35名：出席者27名  出席率77％  

メークアップ： 

10 月 4 日 鈴鹿ベイ RC 國永修一 



お客様 

地区米山記念奨学会  安増惇夫 委員長 

 米山記念奨学事業にいつも御協

力くださいまして有難うございます。 

この度は、２００４年に、丸山様を

はじめ皆様にご支援いただきました

謝 億榮さんを４月の２７００地区・地区大会のホー

ムカミングにご招待いただき、ご準備を進めて頂き

まして、誠に有難うございます。本日は４月の地区

大会に合わせて実施いただく手続き等の打ち合わ

せに参りました。 

 謝先生のホームカミング講演は、１２日（日曜日）

の１４時位を予定しています（スケジュールは未定）

苅田ロータリークラブの会員の皆様も地区大会、参

加宜しくお願いします。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 委員長  屏 正隆 

9 月 21 日に開催されました「清掃

ウォーキング」の会計報告を致しま

す。費用の総計支出は、126,831 円。

ＳＡＡ費（例会費） 52,500 円と壁屋

会長から 20,000 円を頂きましたので、

社会奉仕委員会活動費としての今回の支出費用は

54,331 円となっています。 

広報活動としましては、朝日新聞と西日本新聞に

記事を掲載して頂きました。また、苅田町の町報にも

明日掲載されます。あと 「ロータリーデー」に参加致

します。 

ゴルフ同好会 

 第１グループゴルフコンペ （10 月 12 日） 

優勝 工藤茂美 R（行橋みやこ）  

準優勝：大鶴修二郎 R（行橋みやこ） 

３位：福田洋司 R（苅田）  

団体 苅田ロータリークラブ ２位 

卓話 

米山記念奨学会・R 財団委員会  

渡邊 和義 委員長 

米山記念奨学会は、勉学、研

究を志して日本に留学している、

将来母国と日本との掛け橋とな

って国際社会で活躍ることが期

待できる、優秀な留学生を奨学することを目的として

います。 

採用数は年間 700 人、事業費は 13.6 億円

（2012-13 年度決算）、奨学団体としては、事業規模、

採用数とも、日本国内では最大規模です。これまで支

援してきた奨学生数は、累計で 17,545 人（2013 年 4

月現在）。その出身国は、世界 121 の国と地域に及び

ます。経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自

の世話クラブとカウンセラー制度による心の通った支

援に特色があります。 

 ただし、10 年ほど前までは採用数が年間 1,000 人で

あったことや、一人あたりの支給額が減額されたあたり

を考えると、残念な気がします。 

              （2014 ガバナー公式訪問資料より） 

 今年度より、苅田ロータリークラブは、米山奨学会普

通寄付を一人当たり年間 5,000 円に引き上げました。 

表彰 

 米山功労者 メジャードナー 第１０回 

記念品の贈呈 

桧槙 敬Ｒ 

 

    新会員推薦 認証品の贈呈  

 杉坂 正徳Ｒ 

原 公克Ｒ 

屏 正隆Ｒ 

高城 直紀Ｒ



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

地区米山奨学会委員長 安増惇夫（宗像 RC） 

 米山記念奨学事業にいつもご協力くださいまして有難うございます。 

 

壁屋 好惠  安増委員長ホームカミングのお手伝い有難うございます。 

丸山 謙一  安増地区委員長 ありがとうございました。 

桧槙 敬   米山記念委員長をお迎えして、良い話を聞かせて頂きました。 

杉坂 正徳  息子の優嗣が所属する苅田ボーイズが秋季福岡大会で準優勝しました。10 月 31 日から九

州大会に行って来ます。 

國永 修一  今年も日本ＧＰに行って来ました。 

幾田 誠泰  早退します。 

渡邊 和義  安増米山地区委員長ご訪問有難うございました。 

屏  正隆  清掃活動を一緒にしてくれた苅田ボーイズ小学部が先週の予選で準優勝し 11 月 1・2日

に鹿児島で行われる九州大会に出場することになりましたので、ニコニコします。 

鈴木 公利  地区委員会出席の為、早退します。（地区 face book に例会の様子が掲載されました） 

高橋 功吉  神幸祭での餅まきチャリティが成功に終わったことに感謝します。 

 

集計 22,460 円        累計 284,460 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 11 月 11 日→11 月８／９  

                     親睦旅行 

行 橋 みやこ RC 11 月 1９日→１１月１５／１６  

                     親睦旅行           

田 川 Ｒ Ｃ 10 月 29 日 職場訪問 

              日本耐酸壜工業（㈱） 九州工場  

            11 月 19 日→21 日（金） 

              釜山釜田ＲＣ歓迎夜間例会  

 

 

 

 

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 

 

  

【本日の昼食】 
☆ 天麩羅（海老・野菜） 

☆ 鰆幽庵焼き 

☆ 玉子豆腐 

☆ 刺身（蛸・サーモン） 

☆ 味噌汁・ご飯・漬物 

☆ モンブランケーキ 

☆ 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 


