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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 

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 

12月 25 日→21日（日）チャリティ餅つき大会 

       8：00～ サンリブ・エル・苅田 

2015 年 1 月 1 日 休会 

    1 月 8日 新年会  スカイホテル苅田  

 

 

 

 

 

 

 

 

苅田駅    

■地区・第１G・行事予定 

12月 11日（木） 第１グループ会長幹事会 

2 月 1日（日） R財団補助金管理セミナー 

■ＩＡＣ 

12月 11日（木） 16：30～  

■第 2回 壁屋会長杯ゴルフコンペ 

平成 27年 1 月 25日（日） 

チェリーゴルフクラブ  TEL：0930-32-3113 

 

＜第 1839回例会＞ 

広報・ＩＴ委員会 

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


＜第 1838 回 例会記録（2014年 12月 4 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

 みなさまこんにちは、１２月は家族月間です。１２月１８

日に苅田ロ－タリ－クラブのクリスマス家族親睦会が開

催されます。私たちロ－タリアンが毎回の例会がスム－

スに出来ているのも、奥様やご家族のお力が大きいと思

います。ご家族の皆様全員お誘いして楽しんで戴きます

ように、宜しくお願い致します。 

 本日は例会終了後にクラブ総会を行います。１２月の

第一例会で、指名委員会による次年度理事会のメンバ

－の報告です。 

  チャータ－メンバ－の渡邊パストガバナ－補佐に認

証状伝達式（チャ－タ－ナイト）の当時を思い出して、卓

話をお願いいたしました。後程よろしくお願いいたします。

私もチャ－タ－メンバ－でした亡き主人と同席しました。

今では当時出席しました家族も、渡邊会員の奥様と二人

になってしまいました。 

苅田ロ－タリ－クラブの創立は１９７６年６月２８日です。

ＲＩ加盟承認は７月２８日。翌年１９７７年３月２７日に認証

状伝達式（チャ－タ－ナイト）が行われました。その場所

に同席致しました時の思い出をお話しさせて頂きます。 

親クラブ；行橋ロ－タリ－クラブ内田敬久氏を特別代

表に就航間もない豪華客船大洋フエリ－のサンフラワ－

号の船上にて、全国のロ－タリ－アン・ゲストが５００名超

お迎えし関門大橋まで、船を廻送し盛大に行われました。

船が朝苅田港に入港してからの準備。式典終了後は着

替えて、後片ずけ清掃をロ－タリアンと家族でして、夕方

には船をフエリ－会社に返す大変なスケジュールでした。

創立後国際ロ－タリ－認証伝達式を他のクラブのしない

発想でと言う事で、サンフラワ－号船上でと決まって以

来、当時船は就航前で四国のドックに入っていたので、

主人ら式場関係者が四国の造船場まで内容調査に何

度も足を運んでいました。 

当日は暖かく、奥様方の着物は、汗びっしょりでした。

私は、来賓の方を会場にご案内する係りで、外の受付か

らフエリ－の車の乗降口を通り船の狭い階段を、何度も

往復しご案内いたしました。懇親会の時、私のお隣に日

本磁力選鉱の原田社長（パストガバナー原田光久さん

のお父様）でした。日本磁力選鉱から会社と社員の車の

整備と自動車保険のお仕事を戴いていましたので、名

刺お渡ししお礼を申し上げました。いろいろと気さくにお

話をして下さったことを思い出します。 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

・12月10日 18：30～壁屋事務所にて開催致します。 

委員会報告 

出席委員会 委員長  原田 雄幸 

12 月 4 日 会員数 35 名： 出席者 31 名 

出席率 89％ 

メークアップ 

12 月 5 日 井手口 R  ＩＴ委員会セミナー 

12 月 10 日 矢野 R   行橋みやこ RC 

2014 年 12月～2015 年 1 月 

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 

１２月２５日→２１日（日） チャリティ餅つき 

8：00～  サンリブ・エル苅田 

      ☆20日（土） 14：00～ 松竜ビル駐車 

ロータリー事務所 年末年始休み 

 2014年 12月 25日（金）～2015年 1月 4日（日） 

２０１５年 

１月 １日（木） 休会 

１月 ８日（木） 新年会  

          18：30～  スカイホテル苅田 

１月１５日（木） 通常例会 

１月２２日（木） 通常例会 

１月２９日（木） 休会 

 

        

12 月生まれ 矢野 強 R



クラブ総会 

指名委員会委員長  長江 三郎 

次年度理事（2015-2016） 

会長   杉坂 正徳 

幹事   屏 正隆 

ＳＡＡ  原 公克 

理事   國永 修一・田辺 浩爾・高城 雅春 

     角田 成弘・官見 敦司 

 

 

 

 

卓話 

渡邊 和義 チャーターメンバー 

苅田ロータリークラブ創立は、

1976 年 6 月 28 日、岡野ガバナー

をお迎えして会員 31 名にて発足

致しました。（親クラブ：行橋ロータ

リークラブ） 

創立当初ロータリー経験者は、有吉新生氏・河津

文夫氏・高井隆一氏（行橋クラブ）金子義政氏（小倉

南クラブ）の 4 名のみ。私も有吉さん・金子さんに『週

に一度集まって飯を食おう』と声をかけられ入会しまし

た。会員の殆どがロータリーについて未知の世界の集

まりでしたので、会が出来てからも会員のレベルアッ

プの為、ロータリーの理念や歴史について、話を聞い

たり、勉強し理解を深めてゆきました。 

１９７７年 3 月 27 日の認証状伝達式は、大洋フェリ

ー“さんふらわあ”の船上チャーターナイト。準備の忙

しさは大変なものでしたが、それぞれの立場で一生懸

命頑張って盛大にとり行われました。会員同士も率直

にものをいうことで、お互いにカンカンガクガク意見を

かわす。それがかえって会員の結束を固めたように思

われます。私にとって貴重で大切なよき想い出です。 

◆効果的な広報のための実践セミナー 

IT.広報委員会  委員長  井手口 貞治 

日時：２０１４年１２月５日（金） 

   会場：福岡朝日ビル 

講師：二神典子女史 

(ロータリーの友、編集長、東京築地 RC) 

 

ロータリーの友に掲載されるには 

1.写真が決め手、 プライバシーを守る為に子供

達の顔がはっきり写った写真は使わない。 

２．ロータリーのロゴマークが写った写真である

事。 

★原稿のポイント 

季節のわかる最新の記事である事等 

 

Rotary Japan ホームページ、国際ロータリー ホ

ームページ、クラブのホームページ、東京築地ロー

タリーのホームページ、新しいロゴとその使い方(1

月号参照)、ロータリーの活動を知ろう等について

説明されました。 

 

 

講師：在津吾朗氏 

     （地区広報・IT 委員長 福岡城東 RC） 

 

１．国際ロータリーと協調した広報活動、（効果的

にロータリーのストーリーを伝える方法） 

２．国際ロータリーのブランドイメージを一緒に築

くこと(内外への広報、複数の媒体利用、地元の地

域団体を巻き込む) 

３．内部広報と外部への広報(ロータリー活動の

意義や価値、成果などについて知ってもらう、会員

増強に有効、ホームページやフェースブックにアク

セスしてもらう) 

2700地区のためのメールアドレス発行、ポータル

サイトなどを詳しく説明されました



 
ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  次年度新理事の皆様おめでとうございます。渡邊会員当時は大変でしたね。 

丸山 謙一  次年度理事メンバーの皆さん宜しくお願いします。 

矢野 強   誕生祝を頂き有難うございます。73歳になりました。 

高城 雅春  次年度理事頑張ります。遅刻も改めたいと思います。 

鈴木 公利  Ｅｸﾗﾌﾞ設立準備として九州で初めて、Ｅｸﾗﾌﾞを設立した鹿児島西クラブを訪問し歓迎さ

れました。 

渡邊 和義  次年度の理事の皆様頑張って下さい。久しぶりに卓話をしました。有難うございました。 

山口 勝弘  渡邊会員からチャーターナイト設立当時の卓話有難うございました。 

屏  正隆  チャリティ餅つき大会の出欠、出席率 97％の予定になっています。有難うございます。

奉仕の心で餅の予約もお願いします。 

松田 博文  来期の理事が発表されました。良きご指導宜しくお願いします。 

青木 政憲  すみません。早退します。 

杉坂 正徳  2015－2016年度、理事承認有難うございます。 

高橋 功吉  クリスマス家族会が、成功します様に。 

 

集計 22,000円    累計 432,460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  

 

 

 

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３１日→休会 

            １月 ７日→新年会 

豊 前 Ｒ Ｃ 1２月２５日→歳末家族会 

            １月 １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 

行橋みやこＲ Ｃ １２月２４日→２５日 クリスマス例会 

            １２月３１日→２８日 餅つき大会 

 

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】 

☆ 豚肉の味噌焼き 

☆ 鰆のおろし煮 

☆ 野菜の煮物 

☆ イカソーメン 

☆ オレンジゼリー 

☆ ご飯・味噌汁・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 


