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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 

3 月 12日（木）移動例会（職場見学） 

      ＴＯＴＯアクアテクノ㈱小倉工場 

3 月 19日（木）PETS報告 杉坂正徳 

3 月 26日（木）国際奉仕委員長 前田頴子 

4 月 2日（木）IAC 台湾研修報告 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

2015-16年度テーマ  

≪Be a gift to the world≫ 

 

■地区・第１G・行事予定 

3月 14日（土） クラブ会長エレクト研修セミナー 

3月 17日（火） Ｒ情報委員会第 12回ロータリー塾 

3月 30日（月） 日本ロータリー（第 1・2・3 ゾーン） 

拡大・会員増強セミナー 

4月 25日（土） 地区研修・協議会  13：00～17：45 

■ＩＡＣ   

4月 29日（祝） インターアクト年次大会 10：00～ 

 

＜第 1850回例会＞ 

 

クラブ協議会 40 周年記念事業 

 

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


＜第 1849 回 例会記録（2015年 2月 26 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは。先週

片岡国際奉仕副委員長

が、地区ＩＣＳ副委員長とし

てネパ－ルの学校に行か

れた時、校長先生から会

長にとマフラ－を戴きまし

た。本日着用させていただいてます。 

２月最後の例会です、国際ロ－タリ－では毎年２月

を特別月間として「世界理解月間」と定めています。

世界平和に不可欠な国際理解と親善を深め、個人あ

るいはクラブレベルで世界社会奉仕を中心としたプロ

グラムを、行うよう要請されています。例会の卓話、又

奉仕活動、会長挨拶等を、ロ－タリ－の特別月間に

合わせて計画しているクラブもあると思います。特別

月間が制定されたのは 1983ー84 年度からで、それ以

前はすべてが特別週刊でした。月間の設定に伴い、

自動的にそれまで週間だったものが月間に変わった

のです。その特別月間が昨年１０月のＲＩ理事会で大

きく変更され、新年度（２０１５年７月）から変更されま

す。新しい特別月間は次のとおりです。 

８月  会員増強、拡大月間。 

９月  基本的教育と識字率向上月間。 

１０月 経済と地域社会の発展月間。 

１１月 ロ－タリ－財団月間。 

１２月 疾病予防と治療月間。 

１月  職業奉仕月間。 

２月  平和と紛争予防、紛争解決月間。 

３月  水と衛生月間。 

４月  母子の健康月間。 

５月  青少年奉仕月間。 

６月  親睦活動月間。 

 「米山月間」は日本独自で定めた月間ですから、従

来通りで変更はありません。「雑誌月間」や「ロータリ－

理解推進月間」が無くなるのは少し寂しい気がします。

特別月間も長いこと変わっていませんので、新しい年

度７月から変わるのも良いことです。 

２月２３日は、 （ロ－タリ－創立記念日）です。最初

のロータリ－会合が開かれた記念日で、世界理解と

平和の日として遵守されています。１９０５年２月２３日

に弁護士のポール ハリスの声掛けで石炭商のシル

ベスタ－・シ－ルと洋服屋のハライム・ショ－レイと鉱

山技師のグ－スタブス・ロ－アの３人です。 

先日の第１グル－プのＩＭの基調講演の講師は本

田光曠氏・国際ロ－タリ－第２７２０地区パストガバナ

－（熊本城東ＲＣ）でした。題目を「入りて学び 出でて

奉仕せよ」の題として分かりやすく、学ばせて頂きまし

た。講演の中でロ－タリ－手帳の中に入ってますロ－

タリ－関連資料の小雑誌を使われてますか？と質問

されました。小さい雑誌ですが、ロ－タリ－の用語を初

め、ロ－タリ－に関する知識が多くまとめて乗せられて

います。各所にマ－カ－を引いて、会長の時間の参

考に使わせていただき、重宝しています。 

 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

・3月の会費は、通常会費と新

築祝＆地区大会参加者は、

登録費 8,000 円がプラスさ

れます。 

・『ロータリーの友3月号』58ページ「ロータリーアットワ

ーク」に苅田ロータリークラブの“白石海岸清掃”が

掲載されています。 

・本日 １８：３０より壁屋事務所において、40周年記念

委員会の会議を開催致します。 

委員会報告 

親睦活動委員会  委員長  高橋 功吉 

3 月 5 日（木） 18:30 から

三原文化会館において、親

睦活動委員会の炉辺会合を

開催致します。 



 

出席委員会    委員長  原田 雄幸 

2 月 26 日 会員数 35 名：出席者 30 名  

修正出席率 86％  

メークアップ   

2 月 26 日  IAC 例会  

鈴木 R・矢野 R・壁屋 R 

松田 R・高城（雅）R 

 

卓話 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

地区Ｒ情報委員会  委員 角田 成弘 

 みなさん、こんにちは。

本日は前回の引き続きで、

地区大会で講演された

地区ロータリー情報委員

会の顧問である富田英壽

先生の「ロータリーの変化

について」の内容をベー

スにお話をしたいと思い

ます。 

前回、ロータリーには特別月間が定められていま

す。その特別月間が大きく変更されること、また、ロ

ータリーの友 1月号に掲載されていましたが、「ロー

タリーのロゴ」も変わること等。最近ロータリーに

色々と変化が起きていることをお話ししました。 

今日は、改めて、ロータリーの根本である「Ｆｅｌｌｏ

ｗｓｈｉｐ」（親睦・友情）と「Ｓｅｒｖｉｃｅ」（奉仕・サービス）

の２つ観点からロータリーの変化、そして、「魅力あ

るロータリーに」なるためにはどのようにしたらいい

か？考えていきたいとおもいます。 

 まず、「Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ」（親睦・友情）にあります。

「Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ」の基本である「例会」をもっと、もっと

楽しいもの、意義あるものにしたいものです。ゴルフ

や飲み会などの親睦活動も大切ですが、例会の場

で地域の良識ある職業人と知り合い、親しくなり、自

分を成長させて、自らが立派な職業人のなり社会

に貢献できるようなリーダーの養成所としたいもの

です。それが職業奉仕となるのです。 

 次に、「Ｓｅｒｖｉｃｅ」（奉仕・サービス）の面からロータ

リーを考えてみます。ロータリーは職業奉仕を根幹

とするということで、今まで大切してきました。しかし、

昨今職業奉仕が軽視されているのにも気になりま

す。ここで、ロータリーの実践活動に対する指針で

あり、奉仕理念を確定したドキュメントとなる決議２３

－３４号について少しご説明したいと思います。 

 決議２３－３４号は６条からなり、第１条には、ロー

タリーの奉仕理念、第２条には、ロータリークラブの

役割、第３条には、国際ロータリーの役割、第４条

には、ロータリーの実践哲学であること、第５条には、

クラブの自治権について、第６条には、社会奉仕実

践の指針について示されています。知らなかった

人も、知っている人も是非確認していただきたいと

思います。 

 最後に、「魅力あるロータリーに」するためには、 

１、Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ（親睦・友情）を大事にすること。  

２、ロータリークラブの活動は、クラブの自主性を保 

ち活動していくこと。                   

３、「ロータリーの目的」をよく理解し、推進していくこ

とであると考えます。 

「不易流行」という言葉があります。残し伝えるべき

ものを残し、変えるべきものを変えること。本日はあ

りがとうございました。 

 

 

 

参加生徒：白川雄大（しらかわ ゆうだい）君 

      苅田工業高校 電気科 2年 

行  先：台湾 

日  程：3月 26日（木）～28日（土） 

※白川君には、4 月 2 日の例会で報告をお願いしており

ます。 



 
ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  ネパールの校長先生からマフラーを戴きました。 

丸山 謙一  角田地区 R情報委員卓話ありがとうございました。 

鈴木 公利  上京して家族と会食、大学の同期、小学校の同窓会に参加して楽しんで参りました。 

       来週、出張で欠席します。 

杉坂 正徳  次男が 2月 23日で 10才。三男が本日 2月 26日で 1才になりました。 

角田 成弘  先週休会しました。 

矢野 強   一旦停車でやられました。小倉駅新幹線口 

高橋 功吉  角田会員 お疲れ様でした。ためになりました。 

竹部 武男  欠席のお詫びとお陰様で朝日新聞西部発刊 80周年を迎えることができました。 

 

集計 14,000円    累計 773,060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 3 月 24 日→休会 

            3 月 31 日→夜間花見例会 普門寺  

 

行橋みやこＲ Ｃ 4 月 1 日（水）→夜間例会 

                    創立 31 周年記念式典 

            4 月 29 日→休会（法定休日） 

 

田  川  Ｒ  Ｃ 3 月 11 日→休会 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 3 月 20 日→22 日（日） 

            ≪京築中学校バレーボール大会≫ 

            3 月 27 日→休会 

 

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】 

☆ ロールキャベツクリーム煮 

☆ いか天ぷら 

☆ 玉子豆腐 

☆ 牛すじ＆野菜の煮物 

☆ コーヒーゼリー 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

 

   スカイホテル苅田 

 


