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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 

 

11 月１3 日（木） ICS 委員会卓話 

11 月 20 日（木） ＲＩ情報委員会 

11 月 27 日（木} 社会奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等覚寺の棚田 

 

■地区・第１G・行事予定 

11月 15日（土） 地区社会奉仕委員会セミナー 

12月 11日（木） 第１グループ会長幹事会 

■ＩＡＣ 11月 6日（木） 例会 16：30～  

 

＜第 1834 回例会＞ 

 

新会員卓話  

幾田誠泰Ｒ・安田定行Ｒ・木部義憲Ｒ 

 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1833 回 例会記録（2014 年 10 月 23 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

今日は二十四節気の一

つ霜降です、露が冷気とな

り霜が降り始めるころ、霜降

から立冬迄に吹く寒い北風

が「木枯らし」です。 

先週の 16日 16時３０分からの苅田工業高校のイン

タ－アクト例会に出席して参りました。苅田クラブの会

員さんも７名の方が、出席して下さいました。ＩＡのお

話をすることは、公式行事（韓国短期研修、指導者講

習会、６校合同例会、台湾研修）があります時だけで

すが 毎月２回第1と第3木曜に通常例会が行われて

います。私も木曜日の夕方ですので、出来るだけ出

席する様にしています。 

苅工のＩＡの委員長は近年女生徒でしたが、今年

は久しぶりに男性の清本君（2 年生）です。今年の 3

月台湾研修に行って来ました、苅田クラブでの卓話、

台湾研修報告は体調をくずし 吉本先生の代理報告

でしたが、よくまとまっていて素晴らしい報告でした。 

毎回 IA 例会時の委員長挨拶も素晴らしいです。前は

当クラブの会員が卓話をしていましたが、現在は２名

の生徒が卓話をしています。生徒たちは人の前で話

しが出来るようになりました。９月４日当クラブでの卓話、

「海外夏季短期研修報告」 ６名の生徒の研修報告が

ありました。皆様もお聞きになられました、これもまた

素晴らしい報告会でした。１０月１０日の苅工の２年生

学年集会のおり、２名の代表が研修発表をして好評

でした。活動発表（取り組）は教職員にも広く知って貰

いたいので、計画をたてていると、顧問教師の吉本先

生がおっしゃっていました。 

私が苅田クラブに入会して５ヵ月目にＩＡ委員長を

受けました（それまでは青少年奉仕委員長が兼務さ

れていたのでは？）韓国からの夏季研修交換学生、

先生のホ－ムステイを受けていましたので、交換留学

生のことだけは知っていました、主人は仕事を残して

くれましたが、いろいろな問題も残して亡くなりました。

それを消化しながらのＩＡの勉強でした。２年目のＩＡの

委員長をお受けしたとき、例会が直前に変更になった

り、プログラムも作らず、丸山現幹事に（当時次年度会

長）一度ＩＡの例会に出席して見て下さい、とお願いし

たことを思い出します。あれから 6年が過ぎました素晴

らしい成長です。生徒も２２名います。ＩＡの例会、次

回は１１月６日（木）１６時３０分からです。メ－キヤップ

出来る方はおねがいします。 

幹事報告  幹事 丸山 謙一 

・2700 地区の地区史の購入依頼を回します。 

・プログラムの変更があります。 

2016 年 4 月  

例会日時 プログラム 担当委員会 備  考 

2 日 IAC台湾研修報告 IA 委員会  

10 日（金） 謝君の歓迎会  夜間例会 

16 日 クラブ協議会   

２３日 会報雑誌委員会 会報・雑誌委員会  

３０日 休会  休日 

※4 月 11/12 日 地区大会                

地区大会終了後謝君の慰労会を行います。参加は自由です。 

※親睦旅行を 6月の忘年会を兼ねる方向で検討中で

す。 

委員会報告 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

10月 23日 会員数 35名：出席者２９名  

修正出席率８３％  

メークアップ： 

10月 24日 豊前西ＲＣ：矢野強Ｒ 

10月 25日 Ｒ情報委員会：田辺Ｒ 

10月 28日 行橋ＲＣ：矢野Ｒ 

11月 5日 田川ＲＣ：松田Ｒ・壁屋Ｒ 



クラブ協議会 

創立 40 周記念式典事業 

丸山 謙一  実行委員長 

来年度 2016 年 4 月 2 日に

開催されます 40 周年記念式

典事業の経過報告を式典委

員会委員会の矢野委員長と

記念事業委員会の高城（直）

委員から報告して頂きます。 

 

矢野 強 式典委員会 委員長 

 式典委員会で話し合い 40

周年式典での講演者を 

松倉悦郎さんに決定しまし

た。ご本人からの承諾も頂き

ました。また、松倉さんは、

姫路ロータリークラブの会員

でもありますので、記念講演の件は、姫路ロータリーク

ラブ 今年度会長 空地さんからも承諾を頂きました

事を報告いたします。 

松倉さんは、元フジテレビアナウンサーで野球、バ

レー中継などの実況を中心に活躍し、ソウル五輪で

は民放代表で開会式の中継を担当。奥さんの実家が、

善教寺（浄土真宗本願寺派）だった関係で、通信教

育で仏教を学び得度。さらに深く、仏の道へと思いを

傾ける契機となったのが、親友で同期入社の逸見政

孝さんが 48 歳の時がんで亡くなったことです。『それ

まで死を見つめる機会がなかったが、老少不定。人生

何が起こるかわからない。自分なりの死生観を持つこ

とが大事だと気付かされた』。 

週末ごとに寺の勤めをこなす二重生活を続けてい

ましたが、定年まで 4年を残し、2002年僧侶に専念す

ることを決断しました。 

松倉さんの僧侶としての名は「結城思聞（ゆうき・し

もん）」。きっとソフトな声ですばらしい講演をしてくださ

ると私自身楽しみにしております。 

 

 

 

高城 直紀 記念事業委員会 委員 

 青パトロールカーを苅田町に寄贈 

☆苅田町の現在の青パトの状況   

 【くらし安全課】 

・1 台所有して、主に

小学校の登下校時間の

見守りをしています。 

・役場に乗車許可（講習受講者）の職員は、70 名

程いらっしゃるそうです。 

・苅田町には、小学校が 6 校ありますので、青パ

トが 1台増えることにより 子供たちの安全の強化に

つながることになります。 

・車 日産のワンボックスカー“クリッパー”を検討

しています。（放置自転車が積める） 

・車の維持管理は、くらし安全課でして頂けるそう

です。 

☆今後の討議内容 

・納入時期 

・ロゴマーク等の外部デザイン 

マークと標語 

 

 

 

 

 

 



 

 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  先週は、高城ＳＡＡ時間調整お疲れ様でした。 

丸山 謙一  屏さんを征服しました。間違えました、朝倉の古処山、屏山に登頂しました。 

鈴木 公利  母校の図書館に椅子を寄贈し先日その披露式に出席しました。在学中の娘に使わせます 

矢野 強   今のところ完璧に痛みが取れました。医者は有り難いですね。 

高城 雅春  お誕生祝ありがとうございました。 

角田 成弘  いいことがあったので、ニコニコします。 

屏  正隆  皆さんに いいことがあります様に！！ 

高城 直紀  娘、柑奈が１歳のお誕生日をむかえました。 

竹部 武男  前回と同じく、朝日新聞の記事のお詫びです。 

高橋 功吉  先週久しぶりにインターアクトに出席しました。苅田工業高校の就職状況はとても良か

ったようです 

 

 

集計 25,000 円  累計 328,460 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】 

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 11 月 19 日→21 日（金） 

              釜山釜田ＲＣ歓迎夜間例会  

 

★12 月 例会予定 苅田ロータリークラブ  

・12 月 4 日    クラブ協議会 

・12 月 11 日   IT 委員会 

 

 

 

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】 
☆ チキンカツカレー 

☆ サラダ 

（葉物、トマト、キュウリ、ポテサラ） 

☆ 中華スープ（ネギ、わかめ） 

☆ 抹茶ケーキ 

☆ 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 


