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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 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 

    ※ 詳細は別に記載 ※ 

 

 

 

 

 

ロータリーデー・ビデオを「YouTube」にアップしています！ 

■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～ 

  〃   地区チーム研修セミナー 14：00～ 

■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 1844回例会＞ 

 

日本ロータリーの成り立ち  矢野 強 

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


＜第 1843 回 例会記録（2015年 1月 15 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

みなさまこんにちは 会長の時間に ロ－タリ－の事

以外のことを話してはと、会員さんから“つぶやき”が聞こ

えてきましたので、本日はご希望に添いたいと思います 

今新聞やテレビでも出ています成人用肺炎球菌 “ワ

クチン”の定期接種について ※23 価肺炎球菌萃膜ポリ

サッカライドワクチン 

 肺炎球菌ワクチンとは 

＊このワクチンは肺炎球菌による肺炎などの感染症を

予防し、また重症化を防ぎます。 

＊接種後に、接種した部位が赤くなったり、腫れたり、

熱を持ったり、痛むことがありますが、通常 3～4 日

で治ります。その他、熱っぽい、だるいなど体調の

変化が起こることが有ります。 

＊すべての肺炎が予防できるわけではないため、うが

い、手洗い、マスクなど日常生活での感染予防も大

切です。 

＊このワクチンは、毎年接種するインフルエンザワクチ

ンとは異なり、再接種には約５年以上の十分な間隔

を空ける必要があります。 

＊１年のどの時期に接種してもよいワクチンです。 

（肺炎は季節を問わず発症する可能性があります。） 

定期接種とは、「予防接種法」という法律に基づき、自

治体（市町村及び特別区）が実施する予防接種です。 

定期接種の対象者は以下の二つに該当する方です。 

対象となる期間は平成２７年３月３１日までです。 

平成２６年度に以下の年齢になる方。 

今までこのワクチンを接種したことが無い方。 

６５歳＝昭和２４年４月２日生～２５年４月１日生。 

７０歳＝昭和１９年４月２日生～２０年４月１日生。 

７５歳＝昭和１４年４月２日生～１５年４月１日生。 

８０歳＝昭和 ９年４月２日生～１０年４月１日生。 

８５歳＝昭和 ４年４月２日生～ ５年４月１日生。 

９０歳＝大正１３年４月２日生～１４年４月１日生。 

９５歳＝大正 ８年４月２日生～ ９年４月１日生。 

１００歳以上 大正４年４月１日以前生。 

＊６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の

機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

障害を有するかた（インフルエンザの定期接種対象

者と同じ）も対象。この制度では、今までこのワクチ

ンを接種をしたことが無い方を対象に、平成３０年

度までの間に１人１回、定期接種の機会を設けてい

ます。対象になる年度においてのみ、定期接種とし

ての公費助成が受けられます。 

 （助成の有無やその内容は、お住まいの自治体によ

って異なる場合がありますので、接種される方は 

市町村やかかりつけのお医者さんにご相談下さい） 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

・1 月 22 日 18：30～ 壁屋事務所において理事会 

・地区大会の登録申込書を回覧致します。4 月 12 日

の米山記念奨学生ホームカミング講演では謝君が

お話を致します。 

・1月30日（金）苅田ロータリー事務局はお休み致しま

す。急用の方は、幹事の方に連絡してください。 

委員会報告 

国際奉仕委員会  委員長 前田 頴子 

・1 月 22 日 12：00 より 飛鳳 RC 歓迎会の打ち合わせ

を致しますので、委員の皆さんご出席ください。 

親睦活動委員会  委員長 高橋 功吉 

・クリスマス家族会・新年会が皆様のご協力を頂き無

事に終わりました。桧槙会員・片岡会員、オークション

の売上をニコニコして頂き有難うございました。 

出席委員会    委員長 原田 雄幸 

1月 15日 会員数 35名：出席者 27名 出席率 77％ 

メークアップ 

1 月 20 日 行橋みやこＲＣ  松田 博文 



卓話 

苅田町農業委員 福田 洋司 

この度苅田町の農業委員になり

ました。農業委員になったきっ

かけは、区の推薦によるもので

したが結果として選挙になりました。区の皆様の応援

によって、無事当選する事が出来ました。 

農業委員の概要 

地方自治法に定められていて、各市町村に置かね

ばならない非常勤の公務員で、農地行政を担う行政

役員です。資格は、農業者か若しくは農地を所有して

いるのが条件です。任期は 3 年です。 

農業委員の業務 

 農地の権利移動についての許認可や農地転用申

請書の受理や意見書の添付。農地の利用状況調査、

遊休農地解消の措置等、農地行政を執行する業務で

す。又、農地の確保・農業者の担い手の確保。及び

育成し振興を図っていく業務です。全て農地法に基

づいている訳です。とりわけ、食の安心・安全につい

ては、農業者との理解を得て促進をしなければならな

い。そして、未来の子供達に食文化の大切さを発信し

ていきます。 

 

 

日時：2月 6日（金） 18：30～ 

   18：10 集合 

会場：スカイホテル苅田 

晋州飛鳳ロータリークラブ歓迎式典と姉妹結縁延長調

印式を開催致します。 

※会員の皆様は、18：10 に会場にお集まり下さい。また、

お酒が出ますので送迎バスを運行いたしますが、通常

例会の乗車時間より 20 分程早くなりますのでご注意くだ

さい。最終乗車時間等の詳細の案内は、2月 3日に連絡

致します。欠席等の方は、早めに連絡をお願い致しま

す。 

国際ロータリー第 2700地区 第 1グループ 

2014-15年度 インターシティ・ミーティング  

 

 

 

日時/2015年 2月 7日（土）  

会場/スカイホテル苅田 

       

■インターシティ・ミーティング 

13：30～14：30  登録受付 

14：30～15：00  開会点鐘・ 開会の言葉 

国家斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

歓迎の言葉 

来賓並びに参加クラブ紹介 

ガバナー挨拶 

15：00～16：15   基調講演 

「入りて学び 出でて奉仕せよ」 

講師 ＲＩ第 2720地区 パストガバナー 

本田光曠氏（熊本城東ＲＣ） 

16：15～16：30  休憩 

16：30～17：00  各クラブ近況報告 

17：00～17：30  ガバナー所感 

閉会の言葉 ・閉会点鐘 

 

■6クラブ合同例会 

18：00～18：30  開会点鐘 

ロータリーソング「我らの生業」 

ホストクラブ・各クラブ会長挨拶 

            閉会点鐘 

18：30～20：00  懇親会 

行橋みやこ RC IMの案内 

 

   



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

行橋みやこロータリークラブ Ｉ.Ｍの案内 

米原宏（ガバナー補佐） ：クラブ協議会、公式訪問と色々お世話になりました。後半期もよろしくお

願いいたします。 

村田典友（IM実行委員長）：IM 宜しくお願いします。 

前田廣治（会長）    ：IM・6クラブ合同例会 全員登録・全員出席の程よろしくお願いします。 

 

壁屋 好惠  行橋みやこ RCの皆様お世話になります。お誕生祝を有難うございました。 

丸山 謙一  正月台湾に行って来ました。謝君と 3日間台湾ビールをしっかり飲んできました。 

鈴木 公利  新年会インフルエンザに当たってしまい欠席しました。でも、若松の十日恵比寿でくじ

を引き大熊手と大きな鯛の縁起物が当たりました。 

杉坂 正徳  行橋みやこ RCの皆さん 2月 7日 IMのご案内有難うございます。福田農業委員就任おめ

でとうございます。 

福田 洋司  卓話をさせて戴きました。 

梶原 禮子  誕生祝を頂きました。有難うございます。 

山口 勝弘  農業委員当選おめでとう。相談に行きます。 

松田 博文  早退します。 

原 公克   お誕生日プレゼント有難うございました。ニコニコします。 

屏  正隆  福田さん農業委員当選おめでとうございます。今日の卓話たいへん勉強になりました。

来て良かったです！有難うございました。 

高橋 功吉  クリスマス家族会・新年会とみなさまで盛り上げて頂き有難うございました。 

 

集計 35,000円    累計 563,460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」 

田 川 Ｒ Ｃ 2月 04日→7日 「6クラブ合同例会」 

            2 月 11 日→休会 

行橋みやこＲ Ｃ 2月 11日→7日 「6クラブ合同例会」 

 

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】 

☆ 白身魚真薯柚子あんかけ 

☆ とんかつ 

☆ ナポリタン 

☆ 大根なます 

☆ ショートケーキ 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

     スカイホテル苅田 


