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＜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 
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＜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 20 日（木） ＲＩ情報委員会 

11 月 27 日（木} 社会奉仕委員会 

12 月 4 日（木） クラブ協議会 

12 月 11 日（木） ＩＴ委員会 

12 月 18 日（木） クリスマス家族親睦会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 20日（木） 例会 16：30～  

 

＜第 1835 回例会＞ 

 

ＩＣＳ委員会  

 片岡孝市 地区ＩＣＳ副委員長 

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


＜第 1834 回 例会記録（2014 年 11 月 6 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは、早いものでもう１１月です。 明日は

立冬で本格的冬のはじまりです。今年も残すところ2ヶ月

をきってしまいました。日中、夜間の温度差がはげしい

ので、風邪には気を付けてください。 

昨年の１１月は韓国晋州飛鳳ＲＣ公式訪問。飛鳳ＲＣ

から（総裁 金良洙）ガバナ－が排出され、お祝いも兼ね

て参りました。田辺パスト会長の素晴らしいご挨拶を思い

だします。日本との歴史的な舞台になった晋州城、静か

な、美しい所でした。ホテルから歩いて行ける距離です

のに、今まで機会がなくはじめて行きました。機会があれ

ばもう１度行ってみたいです。 

１０月１４日、親睦活動委員会の炉辺会合に出席しま

した。クリスマス家族親睦会の予算ほか詳細が討議され

高橋親睦委員長、親睦委員のみなさま、当日はお世話

様になります。 

１０月２３日、（ホストクラブ豊前ＲＣ）第１グループ会長

幹事会が開催され、丸山幹事と一緒に出席し、各クラブ

の現状報告や意見交換をして参りました。次回 12 月 11

日会長幹事会は、苅田クラブがホストです。 

１１月１日は「苅工祭」。松田青少年奉仕委員長と募金

活動に協力してきました。展示ブ－スにはインタ－アクト

の日頃のボランティア活動や韓国、台湾親善訪問、白石

浜清掃ウォ－キングの様子等を、パネルにまとめ、展示

されていました。 

昨日の５日は、松田会員と田川ＲＣにメ－キャツプに

行ってまいりました。会長をさせて戴きました初日に田川

ＲＣ永冨良一パストガバナ－補佐がお祝いに来て下さり

ました。お礼のメ－キャップがやっとかないました。１１月

１２月予定がしっかり入っていますので、自分自身の体

調管理に気を付けたいとおもいます。 

今月はロ－タリ－財団月間です。ロ－タリ－活動を要

約すると「親睦と奉仕」になると、よく言われています。勿

論、親睦にも奉仕にも数多くの分野が有ります。全世界

のロ－タリ－アンの善意を集約し、管理し配分交付する

大役を任じているのが、ロータリ－財団です。当初はそ

れ程でもなかったと思われますが、年々各クラブとロ－タ

リ－アン個人の善意に満ちた拠出金額の総計は増加し

てきています。 

幹事報告  幹事 丸山 謙一 

※謝君に 2015 年 4 月 10 日（金）に予定されています

歓迎夜間例会の件を話しましたら大変喜んでいました。

全員出席で宜しくお願いします。 

委員会報告 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

11月 6日 会員数 35名：出席者 29名 修正出席率 86％  

メークアップ：IAC例会 6日 高城雅春 R・松田 R・矢野 R 

米山奨学会 功労者 

渡邊 和義Ｒ   

第 4回 米山功労賞 

松田 博文Ｒ   

第 16回 米山功労賞 

新入会員の卓話 

幾田 E

い く た

A AE誠 E

の ぶ

AAE泰 E

ひ ろ

A  （2014 年 2 月 1 日入会）  

 ロータリークラブに入会させ

て頂いて、９ヶ月の間に数回無

断欠席をしました。その言い訳

をこの場をお借りしてさせて頂

きます。私は普段仕事に行くと

きは妻が弁当を持たせてくれ

ます。出張やお客様との打ち合わせがあるとき以外は

ほぼ毎日持たせてくれますが、この毎週の例会の事

をすっかり忘れて木曜日の弁当を持って仕事に行っ

てしまい食事後に例会出席を思い出しそのまま欠席

しました。一度だけ弁当を食べる前に例会出席を思

い出した事がありましたが、妻が一生懸命作ってくれ

た弁当と例会出席を天秤にかけ例会を欠席し弁当を

食べてしまいました。誠に申し訳ありませんでした。 

さて、ここからは自己紹介を少しさせていただきま

す。私の父は苅田町出身で母は豊前出身です。父は

現在の福岡ひびき信用金庫の前身で行橋信用金庫

に勤めていた真面目を絵に描いた様な男でしたが、

私が高校生の時に仕事で失敗をして会社を辞めるこ

とになり、離婚をしました。そのことがきっかけとなり私

は飲食店でアルバイトを始めました。バブル景気の時



期にも重なり飲食店を経営しましたが、身勝手な経営

を続けた為借金・離婚・廃業となり路頭に迷っていたと

きに(株)山崎工業の現会長野中氏と出会い拾ってい

ただきました。そこからが人生のターニングポイントと

なったような気がします。 

その後たくさんの先輩経営者の方々と出会うように

なり、素晴らしい御縁をいただけるようになりました。私

のような若輩者がロータリークラブといった敷居の高い

クラブに入会をさせて頂くことは身分不相応だと思い

ますが、杉坂副会長と屏委員長の紹介で御縁を頂き、

ロータリークラブの奉仕の心という言葉と御縁を大切

にして今後も頑張って活動に参加していきます。 

AE安田 E

や す だ

A AE定行 E

さだゆき

A  （2014 年 5 月 8 日入会） 

 スカイホテル苅田 安田でござ

います。例会・その他、いつも御

利用頂き、誠にありがとうござい

ます。こういった講和・卓話は内

容もさることながら、時間配分が

非常に難しいと思い、自身のテ

ーマとしては、きっちり時間を使うとうことをテーマに話

をさせて頂きたいと思います。 

私、兵庫県西宮市の出身で約 30 年住んでおりまし

た。そんな中 1995 年の阪神大震災も経験しましたの

で、生い立ちを若干交えながら防災・災害について話

が出来ればと思います。 

西宮市はだいたい神戸と大阪の真ん中ぐらいにあ

り、私の行っていた高校、西宮東高校ですが、日本で

一番甲子園に近い学校です。ただ、甲子園には出場

した事はありません。毎年高校野球の時期になるとう

ちの野球部は遠征にでて、甲子園出場する高校の練

習場としてグラウンドを貸していました。その高校を無

事３年間で卒業し、旅行関係の専門学校へいき、そ

の時にホテルのアルバイトを始め接客に携わることに

なり現在に至ります。 

そして 25 歳の時に阪神大震災で震度７を経験し被

災しました。自宅は全壊、しかし不幸中の幸いか、建

物はななめになって止まり、下敷きにはなりませんで

した。地震がきたら外へ逃げろという事をたまに耳にし

ますが、震度７では逃げれません。座っているだけで

転がります。つきなみなことですが、大きな地震の時

はテーブル・机等の下に転がりながらでも入るしか、

身を守る方法はありません。地震が起こるまでの防災

意識としては、大きな地震が少ないであろう九州に住

みながらでも家具の固定をしています。 

あと、ここ苅田では 10 メートルクラスの津波の可能

性は低いでしょうが、津波は 30 センチでも簡単に流さ

れてしまうもので、しかも何度も来ます。東日本大震災

の時に避難された方々の言葉で「津軽てんでんこ」と

いうのがあります。これは津波が来ると分かった際は

各自で判断しててんでバラバラに逃げろという教えが

あったようです。友達が心配・親、子供が心配といって

津波が来る方に戻り、命を落としたケースが古くからあ

ったようで、そこからこの教えがでてきたようです。確か

にまずは自分の身を守る、自分の身がないと人も守れ

ないと思います。その瞬間いろいろな考えがうかぶと

思いますが、高台・高い建物へ逃げるべきだと思いま

す。以上、聞いて頂きありがとうございました。 

 木部
き べ

 義
よ し

憲
の り

 （2014 年 8 月 28 日入会） 

今年の８月に入会しました、

木部です。皆様よろしくお願

いいたします。杉坂副会長・

屏副幹事のご紹介で入会し

ました。会員の皆さんの中に

は、いつもほかの会で顔を合

わせる方が沢山いらっしゃいます。幾田さんも今年入

会してすごいなと思っていましたが、まさか自分もこん

なに早く入会するとは思ってもいませんでした。 

家族構成は妻と中学３年の息子と中学１年の娘が

います。妻は母親を 3 歳で亡くして祖母に育てられた

こともあり、私が結婚して以来妻に続けていることは、

妻の誕生日には、必ずバースディケーキを渡していま

す。１度だけ手作りでバースディケーキを作ったことも

あります。また、サプライズ好きの私を見て、過去に息

子からクリスマスに家族みんなへサプライズのメッセー

ジ付きのプレゼントをもらいました。嬉しかったです。 

よくお逢いしている方から『常に下座の心でいなさ

い。いつも底辺にいなさい』と言われます。また、【徳

積み】のこともいろいろな方から言われます。相手に

何も求めず奉仕するところが、ロータリークラブに似て

いると思います。今後ともどうぞ皆様よろしくおねがい

いたします。 



2015-16 年度に向けての指名委員会       構成委員  壁屋好惠Ｒ：会長 

                               丸山謙一Ｒ：幹事 

田辺浩爾Ｒ：直前会長 

       杉坂正徳Ｒ：会長エレクト  

   屏正隆Ｒ：副幹事 

長江三郎Ｒ/官見敦司Ｒ：パスト会長 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  新会員の 3名皆様卓話有難うございました。苅田ボーイズの皆様お土産有難うございま

した。 

松田 博文  新会員の幾田Ｒ・安田Ｒ・木部Ｒすばらしい卓話ありがとうございました。 

鈴木 公利  ユネスコ世界遺産認定の山本作兵衛さんの原画を直方石炭記念館でみつけました。 

丸山 謙一  何か良い事ありませんか！ 

杉坂 正徳  先日、次男を 1時間説教しました。教育奉仕です。 

桧槙 敬   3人の新会員の話を聞いて！ 

山口 勝弘  仕事の為長期欠席で皆様に御迷惑をお掛けしました。 

太田 春吉  誕生日のお祝いありがとうございました。 

長江 三郎  やる気のある理事候補 よろしくお願いします。 

福田 洋司  誕生日のお祝いありがとうございました。 

渡邊 和義  3人の新会員卓話 感動しました。 

高橋 功吉  新入会員の会員スピーチお疲れ様でした。         太田春吉 R・福田洋司 R 

屏  正隆  今日は、幾田さん、安田さん、木部さんの素晴らしい卓話を聴けて例会に来て良かった

です。ありがとうございました。 

片岡 孝市  新会員の幾田さん、安田さん、木部さんの素晴らしい卓話ありがとうございました。 

原 公克   幾田さん、安田さん、木部さん、卓話ありがとうございました。ニコニコします。 

 

集計 37,000 円        累計 365,460 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 12 月 1６日→忘年クリスマス家族例会 

行 橋 みやこ R C 11 月 19 日→１１月１５／１６ 親睦旅行           

田 川 Ｒ Ｃ 11 月 19 日→21 日 釜山ＲＣ歓迎夜例会  

豊 前 西  Ｒ Ｃ 12 月 19 日→20 日 ふれあい餅つき大会 

 

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 

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】 

☆ とんかつ 

☆ メバルのチリソース 

☆ 生ハムとポテトサラダ 

☆ 春雨大葉風味 

☆ 合味噌汁 

☆ ご飯 

☆ コーヒーゼリー               スカイホテル苅田 

やる気のある理事候補を募

っております「我こそは」

と思われる方は長江まで

申  

 


