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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 27 日（木} 社会奉仕委員会 

手話ボランティア：五家
ご か

 裕子
ゆ う こ

さん 

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 

        18：30～ スカイホテル苅田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉の九重山 

■地区・第１G・行事予定 

11月 20日（木） 理事会 18：30～ 

12月 5日（金） 広報の為の実践セミナー 

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 1836 回例会＞ 

Ｒ情報委員会 田辺浩爾 委員長 

 

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


＜第 1835 回 例会記録（2014 年 11 月 13 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

みなさまこんにちは、本日の卓

話は 片岡地区国際社会奉仕委

員会副委員長によるおはなしです。

グロ－バル補助金のシキホ－ル島

計画、その後の進展の様子が聞け

るかたのしみです。後程よろしくお願いいたします。 

 １１月は ロ－タリ－財団月間です。「ロータリ－平和

フェロ－シップ」について ロータリ－の友 １１月号に

詳しく記載されています。 

ＵＮＨＣＲ（ユ－・エヌ・エイチ・シ－・ア－ル）とは、

United Ｎａｔｉｏｎｓ Hｉｇｈｔ Cｏｍmｉｓｓｉｏｎｅｒ ｆｏｒ

Refugees の頭文字です。 緒方貞子さんが１９９１年

から２０００年の１０年間、日本人で初めての国連難民

高等弁務官を務め、日本では「国連難民高等弁務官

事務所」という名称で知られています。 

難民問題を担当する国連機関として、１９５１年に活

動を開始しました。その同じ年に緒方さんは大学を卒

業し、日本で２番目のロ－タリ－フェロ－（ロ－タリ－

財団奨学生）としてアメリカに留学されました。２００６

年に「ロータリ－ フェロ－ズ東京４０周年記念特別例

会」で講演をされています。緒方さんは１９２７年９月１

６日生まれで、現在８４歳です。１０年間弁務官を務め

退任後 ２００１年の米国テロ事件をきっかけに「アフ

ガニスタン支援首相特別代表」として現在も理事長と

して、頑張られ最近では東日本大震災の被災地支援

にも力を入れています。緒方さんに続いてロータリ－

財団から留学の機会をえた日本人の中に、同じく人

道支援の最前線に立ってＵＮＨＣＲで働く事を選んだ、

今も活躍されている日本人女性の方達も１１月号で紹

介されてます。 

『ロ－タリ－平和フェロ－シップ』がスタートしたのは、

２００２－０３年度からですが、実はこのプログラムには

ロ－タリ－の生みの親、ポ－ル ハリスが深く関わって

ます。ポ－ルが亡くなったのは１９４７年。その没後５０

年を記念したロ－タリ－財団の新しいプログラムが、ラ

ジェンドラ サブ－元国際ロ－タリ－（ＲＩ）会長を中心

に検討されました。ポ－ルが２度の世界大戦の時代を

生き、戦争による悲惨さに心を痛め、世界平和の難し

さを痛感しながら、ロ－タリ－を通じて世界平和を求め

ていきたいと、願っていたのは皆様もご存じだと思い

ます。 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

ロータリー米山記念奨学会より苅田ロ

ータリークラブに『第 15 回 米山功労ク

ラブ』の感謝状が届いています。これは、

会員の皆様の普通寄付金と特別寄付

金の累計が 1,500 万円に達したという感

謝状です。 

  

 

 

 

日時：12月 18 日（木） 18：30～ 

場所：スカイホテル苅田 

親睦活動委員長  高橋 功吉 

 この度、クリスマス家族会を 12月 18

日にスカイホテルで開催することにな

りました。開催に先立ちまして、下記

の通り出欠のご案内をさせて戴きま

す。さらに、本年もクジ引きの景品の

提供をお願い致したいのですが、で

きれば 1 つ 2,000 円程度の景品を会

員以外の参加されるご家族の数だけ提供して頂けま

すようお願い申し上げます。 

料理の準備等がありますので 出欠のご回答を 11

月 27 日までに、景品提供を、12 月 11 日までに事務

局のほうへお願い申し上げます。 

楽しいクリスマス家族会にしたいと思いますので是非

ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

出欠の連絡：11 月 27 日 

景品の提供：12 月 11 日 

 



卓話 

地区 ICS 副委員長  片岡 孝市 

今期 ICS活動について報

告します。会員の皆様には

日頃より御協力を頂き感謝

申し上げます。 

今期は門司西 RCよりフィ

リピン台風災害支援としまし

て、昨年の１１月８日に非常

に強い台風がフィリピンレイテ地区を直撃し、多大

な損害を受け多数の方が亡くなり、住居 学校施設

が使えなくなっています。その１部である図書館を

改修する費用に使います、金額は３０万です。今期

第１号の申請です。 

苅田クラブも他国で奉仕活動と思っていますが、

本年度 ICS 活動資金は使わず去年から進めている

フイリピン シキホール島ラレーナ市ヘルスセンタ

ー設備増強に力を注いでいきますが、ハードルが

高く思いのほかうまくいっていませんのが現状です。

グローバル補助金申請書の中で『これらのロータリ

アンは何を行いますか、プロジェクトへの財政支援

を除き、その具体例を少なくとも 2 つ挙げてください』

と言う問いに苦慮しています。財団は金品の授受

だけでは本部の承認が取れません、ここが上手くい

くと成功すると思います。良い知恵があれば教えて

ください。たとえ話しですが、こちらから医師が、シ

キホール島の病院に行って、そこで、寄贈した機具

等を使った治療を指導して頂けるような人がいれば

このプロジェクトは成功するのですが・・・・・・。   

 

委員会報告 

出席報告 委員長 原田 雄幸 

11 月 13 日 会員数 35 名：出席者 28 名 

修正出席率 80％ 

 

 

 

被災地支援学校工事完成のご報告  

                  （2014 年 10 月末日） 

セブ島 ALMACEN TORREVILLAS  

NATIONAL HIGHT SCHOOL の再建工事 

フィリピィン シキホール島 日本親善大使 

シキホーセントラル島 国際奉仕委員長 原田淑人 

 平成 25 年台風 30 号への被災地学校の再建のご支

援有難うございました。瞬間最大風速 105mというあの

史上最大の台風から間もなく 1 年になります。 

 支援を決めたハイスクールは、２階建ての校舎で２

階６教室のトタン屋根が全部飛んでいました。当初の

支援金で屋根だけなら何とかできそうなのでここを支

援することにしました。おかげさまで３月までに屋根だ

けは完成し卒業式も出来ました。 

 ところがこの前の１０月の地震の影響もあって２階の

床（１階の天井）にひびが入っていて危険なためにそ

の補修工事を追加支援を頂き出来ることになりまし

た。 

 ９月に仮の落成式を行い、１０月には電気配線工事

まで完了しましたのでご報告いたします。本当に有難

うございます。おかげさまで学生たちは元気にきれい

になった教室で学習をしています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  片岡地区ＩＣＳ副委員長、卓話を有難うございます。 

丸山 謙一  片岡ＩＣＳ地区副委員長、ありがとうございました。 

福田 洋司  片岡さんと楽しくお酒を呑みました 

前田 頴子  ＩＣＳ片岡委員 シキホール島の支援報告ありがとうございました。 

高橋 功吉  この後、新潟に行ってきます。 

片岡 孝市  卓話 皆さまへ迷惑をお掛けしました。 

高城 雅春  諸用により、早退させていただきます。 

田辺 浩爾  屏会員が塾頭を務める美夜古寺子屋で長男が、お世話になっています。 

青木 政憲  遅刻しました。 

竹部 武男  前回の例会欠席と本日の例会早退のお詫びです。すみません！ 

 

 

集計 14,000 円        累計 379,460 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 

            １２月２３日→休会 

            １２月３０日→休会 

         

田 川 Ｒ Ｃ 1２月１０日→年末家族会 

            １２月３１日→休会 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ １２月１９日→２０日 餅つき大会 

            １２月２６日→クリスマス家族例会 

            

 

 

 

 

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】 

☆ チキンソテー 

☆ 鰆柚幽庵焼き 

☆ 鯛昆布なます和え 

☆ 春雨大葉風味 

☆ 炊き合わせ 

☆ ご飯・味噌汁 

☆ 抹茶ケーキ・珈琲 

           スカイホテル苅田 

 

 

 

 

こ こ で の 立 ち 話 も  

寒さが身に沁みる季節

になりましたね！ 

 

 

 

 

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 


