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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 26日（木）卓話 金亨燮名誉会員 

4 月 2日（木）IAC 台湾研修報告会 

4 月 10日（金）謝億榮氏歓迎会 夜間例会 

4 月 16日（木）クラブ協議会 

4 月 23日（木）会報雑誌委員会 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＴＯアクアテクノ㈱ 工場見学 

■地区・第１G・行事予定 

3月 28日（土） ロータリー情報委員会 

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 1852回例会＞ 

 

ＰＥＴＳ報告  杉坂 正徳 

 

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


＜第 1850 回 例会記録（2015年 3月 5 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

 皆様今日は、３月に入りました桜

の花の便りが聞こえてきそうな季節

になりましたが、今日は北風が寒い

です。 

 ロ－タリ－の友の３月号に、「苅田クラブが載っていま

すので見てください」と幹事報告でされました。苅田クラ

ブの記事の次に別府ロ－タリ－の名前が載ってました。

その別府ロ－タリ－から バナ－と週報とお礼状が届き

ました。私事ですが、暮れから甥の２家族７人が我が家

に、帰ってきていましたので別府ロ－タリアンの方が経営

して、会社が時々お世話になってますホテルに宿泊をお

願いしました。暮れの部屋が取れない時に都合して下さ

いましたので、ニコニコにと気持ちを事づけました時のお

礼状です。 

 バナ－の説明には  

やすらぎとホスピタリティ－、そしてロ－タリ－色の組み合わせ。 

日夜たえまなき湯けむりこそ、泉都別府を象徴する。 

   第２７２０地区 別府ロータリークラブ 

黄其光（ゲイリ－C.K.ホァン）会長はＲＩ会長になられ

た時、『ロ－タリ－の友７月号』でご自分のことを話されて

います。 

スポーツ少年でした。特にバスケットボールがお気に入

りで、高校時代にはチームのキャプテンで、ポイントガー

ドとして活躍していました。「私は背は高くありません」。

彼の顔から笑みがこぼれました。「どのようにボールが動

くのか、どのようにしたらチームを勝利に導くことができ

るかがわかっていました」 

 それは何十年も前のことでしたが、バスケットボールで

もビジネスでも、あるいは、ロータリーでも、動いている

ボールが黄氏を突き動かしています。彼は行動と進歩を好

みます。難題にも喜んで立ち向かいます。台北ロータリー

クラブ（ＲＣ）に入会を希望し、若すぎることを理由に断

られた時も、９か月間、毎週例会に出席し、３０歳になっ

てようやく入会にこぎ着けました。それ以来、歩みを止め

ることなく、５年後にクラブ会長に就任しました。さらに

は台湾で最年少のガバナー、台湾初の国際ロータリー（Ｒ

Ｉ）理事、ロータリー財団管理委員を歴任してきました。 

～中略～ 

会員増強に関しては、自分の家族をロ－タリ－に入会さ

せるほど真剣です。コリーナ夫人をはじめ、既に独立した

３人の子供たちも別々のクラブに入会しています。息子の

ビリ－さんは、ロ－タリ－に入会して家族の距離が縮まっ

たと信じています。「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。」 

黄氏は、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

意味を加えることに胸を躍らせています。また、家族とと

もにロ－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、黄氏は

考えています。  

 ロータリーの友（RI会長紹介）2014.7 

委員会報告 

出席委員会    委員長  原田 雄幸 

3月 5日 会員数 35名：出席者 28名 修正出席率 80％  

3月12日 会員数35名：出席者26名 修正出席率74％  

メークアップ 

３月１２日  ＰＥＴＳ 杉坂正徳 

３月１７日  Ｒ情報委員会 角田成弘 

        行橋ＲＣ 松田博文 

 

 

 

第２日目  

08：30 登録受付開始 

09：30 開会宣言・点鐘 

10：00 地区大会 

12：00 昼食・懇談・音楽 

13：00 森田恭通氏 特別記念講演 

14：35 謝億榮氏 米山記念奨学生ホームカミング講演 

15：00 青少年紹介 

15：15 閉会行事・参加クラブ紹介 

16：25 閉会宣言・点鐘 

 

北九州ソレイユホール  

JR 西小倉駅 ・・・・・・・ 徒歩１５分 

 苅田駅発→西小倉着  
 8:14→8：35 （下関行） 

 8：20→8：46 （小倉行） 

    8：31→8：53 （門司港行） 

    8：47→9：08 （下関行） 

車  

北九州ソレイユホールの駐車場は手狭です。周囲の

有料駐車場をご利用ください。周囲の駐車場は当日大

変込み合うと予想されます。参考までに、周辺で収容台

数が多い（500 台）のは、会場から 500m 離れた 

市営勝山公園地下駐車場です。℡093-582-3866 



クラブ協議会 

40 周年記念事業実行委員会 

委員長     丸山 謙一 

式典挙行日：2016 年 4 月 2 日（土） 

40 周年記念事業の配布資料 

・組織表 

・各委員会の作業項目 

・40 周年事業の積立金と見込み金 

・スケジュール表 

※実行委員会の組織表は配布資料のとおりで、ゴル

フ大会を実施しないこと。ゴルフ会委員長を含む委員

を他の組織委員に所属を変更しています。 

※スケジュールをもとに各委員会は、3 月最終例会ま

でに炉辺会合を開き予算・実行項目等を検討すること 

 

記念事業委員長  松田 博文 

※記念事業の贈呈品の「青パト」は 10 月贈呈に向け

て準備していきます。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

式典委員長    矢野 強 

・講演者は以前から名前を挙げています松倉悦郎（僧

名：結城思聞）さん。 

・会場全面のレイアウトの国旗に気を付ける 

・式典のプログラムについては 30 周年が参考になると

おもいます。 

※30 周年では、韓国からの到着時間で式典開始時

間を変更した経験があることも参考にしたとおもいま

す。 

※式典の内容については前回の資料を参考になりま

すが来賓の方が多いかなと個人的におもいました。 

・祝辞の人選、時間配分の件もあります 

・SAA さんの補佐をどうするか 

・各人、各クラブへの案内状の件・会場。これらは会長

にお願いすることになるとおもいます。 

・式典のテーブルの配置は 20 テーブルの 10 人掛け

になるとおもいます。 

※式典と祝宴の会場設定変更の時間は、先日みやこ

ロータリークラブの時 20～25 分位で宴席の準備が出

来ることから、その間レストランでコーヒーの接待等、

睦会の皆様のお力をお借りしたいと考えています。 

 

 

＜第 1851回 例会記録（2015年 3月 12 日）＞ 

 

ＴＯＴＯアクアテクノ㈱ 本社小倉工場 

（北九州市小倉南区朽網東 5-1-1） 

見学スケジュール  

 13：00～ 会社案内及びビデオ 

   13：30～14：50 ２班に分かれて工場内見学 

※水栓金属製造工程  

鋳造→機械→研磨→めっき→組立→完成 

 ※電気温水器の製造 

 ※手すり・福祉に関する各種機械器具 

 

社会貢献の取り組み 

ＴＯＴＯ水環境基金 

水まわりを中心とした豊かで快適な生活文化を創造する

ことで、社会の発達に貢献する企業を目指しています。 

「水と緑の環境美化プロジェクト」 （主管事業所：小倉工場） 

水晶山～昭和池～朽網川～曽根干潟という、山から

海に至る水系全体をトータルできれいにしていこうと

いう活動です。それぞれが地域にとって、とても貴重

な自然財産です。曽根干潟は絶滅危惧１類に指定さ

れているカブトガニの生息地で、日本一の産卵数をほ

こります。              社内広報誌より



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

戸早 秀暢  本日は初めてメーキャップさせて頂きました。本クラブも木曜日が例会日なのでなかな

か来ることはありません（小倉西ＲＣ） 

 

壁屋 好惠  別府ロータリークラブよりバナーを送って頂きました。 

丸山 謙一  2月 28日（土）に英彦山に行ってきました。 

桧槙 敬   今は家族８名で住んでいます。 

高城 雅春  2週連続欠席のお詫びと戸早Ｒのメーキャップのお礼。 

片岡 孝市  ニコニコします！！！ 

高橋 功吉  遅刻のお詫び。 

木部 義憲  誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。 

竹部 武男  ＪＲで寝過ごして中津まで行ってしまいました。反省 ^_^; 

 

集計 16,000円    累計 789,060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） 

 

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】 

☆ 鶏のから揚げ 

☆ メバルの煮付け 

☆ 大学芋 

☆ きんぴらレンコン 

☆ 鯛昆布〆酢味噌 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

 

   スカイホテル苅田 

 

ピンクの 

ネクタイ！ 


