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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 

1月 22日（木）R 情報卓話 

1月 29日 →2月 6日（金） 18：30～  

晋州飛鳳 RC歓迎会 スカイホテル苅田 

２月 5 日 →2月 7 日（土）  14：30～ 

  ＩＭ＆6 クラブ合同例会  スカイホテル苅田 

    

 

 

 

 

 

   

宮地嶽神社  

■地区・第１G・行事予定 

 1月 22 日（木） 理事会 壁屋事務所 18：30～ 

2 月 1日（日）  R財団補助金管理セミナー 

2 月 18日（水） 第一 G会長幹事会 19：00～ 

■ＩＡＣ 

1 月 22日（木） 16：30～ IAC 例会 

2 月 8日（日） 6校合同例会 

■第 2回 壁屋会長杯ゴルフコンペ 

1 月 25日（日） 9：45集合  10：18スタート 

チェリーゴルフクラブ  TEL：0930-32-3113 

 

＜第 1843回例会＞ 

苅田農業委員 福田洋司 

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


＜第 1839 回 例会記録（2014年 12月 11日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは、家族月間にちなんで ＲＩゲィリ－ホ

アン会長は 皆さん方が、ご自身の配偶者や家族が一

緒にロ－タリ－活動に参加することで、父親に対する理

解が深まりました。人生で一番大切な位置を占めている

家族をロ－タリ－に呼び込み、ロ－タリ－家族という考え

方に、新たな意味を加えることで、又家族と共にロ－タリ

－活動を行えば、それが家族の行事になるので、家族と

の時間を犠牲にする必要もなくなると考えています。とＲＩ

会長就任時におっしやっています。 

あの 3.11 東日本大震災 ２０１１年（Ｈ２３年）３月１１

日に発生した、東北地方太平洋沖地震と、それに伴って

発生した津波及び、そののちの余震により引き起こされ

た、大規模地震災害、この地震に伴って福島第一原子

力発電所事故が起こりました事は、皆様の記憶に新しい

ことと思います。当時その被災地の一つ岩手県山田ロー

タリ－クラブの 阿部 幸栄会長の家族月刊『二人で歩

むロ－タリ－の道』に掲載されました文章をご紹介いたし

ます。 

 あの未曾有の大地震から３年半以上が過ぎました。壊

滅状態の山田町、当時私はクラブ会長として、全国のロ

－タリ－クラブからの支援の受け入れや、調整に追われ、

まさに“超我”の状態でした。そんな時、積極的に手伝っ

てくれたのが、家内でした。その活動が、彼女がロ－タリ

－に入会するきっかけになったと思います。全国からの

支援を戴き、山田ＲＣは今年１０月２４日に、創立５０周年

を迎える事が出来ました。記念式典では私が実行委員

長として、家内は新会員ながら、ソングリ－ダ－としての

大役を無事に果たし、安堵しました。夫婦一緒で、少々

やりにくいと感じる事もありますが、お互いに協力し合い

ながら、ロ－タリ－活動を楽しみたいと思っています。 

 奥様の千賀子会員は 大震災からちょうど３年後に入

会しました。会社は全壊し、悲しみや苦しみばかりでした

が、全国のロ－タリ－クラブの皆様の支援には、夫婦で

対応させていただきました。何かを断ち切る勇気を持つ

にも、挫折から発起するにしても、私自身が行動しなけ

れば、夢や希望をかなえることが出来ないと実感する

日々が続いています。私たちに寄り添いながら支援して

くださる皆様に感謝しつつ、山田町のために役立つこと

ができれば、ロ－タリ－に入会した意味があると思ってい

ます。「四つのテスト」をかみしめ、”手に手つないで”こ

れからの道をつくっていきたいと思います。 

 ＜第 1840回 例会記録（2014年 12月 18 日）＞ 

 

 

 

        

        

 

高橋親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第 1841 回 例会記録（2014年 12月 21日＞

 

日時：12 月 21 日（日曜日）8：00～13：00 曇り 

場所：サンリブ・エル 苅田  

参加者：会員と会員の家族（御夫人の方々） 

苅田工業高校インターアクター 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※餅の売上金の一部を苅田町社会福祉協議会と

朝日新聞厚生文化事業団に寄付を致しました 

＜第 1842回 例会記録（2015年 1月 8 日）＞ 

 

日時：1 月 8 日（木曜日） 18：30～ 21：00 

場所：スカイホテル苅田  （中華料理） 

お客様：苅田工業高校 大場校長先生  

           IAC 顧問 吉本先生・小串先生 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 



ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

12月 11日 

壁屋 好惠  20年前使っていたバックから宝石が出てきました。主人からのプレゼントでした。 

丸山 謙一  今年 3月から歩いたり、山に登ったりしています。累計で日豊本線と鹿児島本線で九州

一周する距離に達しました。 

原  公克  井手口さん 素晴らしい卓話有難うございました。 

矢野 強   今日の席は親睦委員長高橋さんの横でした。その横でニコニコ BOXがずっと目に入って

いましたのでニコニコします。 

渡邊 和義  早退します。 

角田 成弘  早退します。 

鈴木 公利  コーヒーの実が 4つ生りました。 

國永 修一  井手口さん卓話有難うございました。 

杉坂 正徳  井手口広報・IT委員長 いい勉強させて頂きました。 

高城 直紀  井手口さん有難うございました。パンダヤの FBに有志を UPしときました。 

井手口貞治  卓話の時間を有難うございました。 

屏  正隆  今週は妻と長男の誕生日です。ニコニコします。広報委員長、今まで知らなかった情報

有難うございました。 

青木 政憲  本年度通常例会最後なのでニコニコします。 

高橋 功吉  井手口委員長、お疲れ様でした。 

 

12月 18日  クリスマス家族会に於いて オークションの売上金の半分を桧槙会員と片岡会員から 

       ニコニコして頂きました。 

12月 21日  チャリティ餅つき大会に於いて 鈴木会員からニコニコして頂きました。 

 

集計 96,000円    累計 528,460 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 ２月１０日→７日 「6 クラブ合同例会」 

 

行橋みやこＲ Ｃ ２月 11 日→７日 「6 クラブ合同例会」 

             

 

 

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 

 

 

出席委員会 委員長 原田 雄幸 

会員数：35名 

  12月 11日 出席者：31名 出席率８９％ 

  12月 18日/21日・1月 8日 出席率１００％ 

 

 

 

 

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 


