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副会長：杉坂 正徳 

幹 事：丸山 謙一 
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＜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 

4 月 2日（木）IAC台湾研修報告会 

4 月９日→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 

4 月 30日（木）休会 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

桜開花   殿川公園    2015．3.25 

■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 

         アクロス福岡（福岡市天神） 

■ＩＡＣ   

4月 29日（祝） インターアクト年次大会 10：00～ 

 

＜第 1853回例会＞ 

 

卓話 金 亨燮 名誉会員 

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


＜第 1852回 例会記録（2015年 3月 19日＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

 先週の移動例会は鈴木公利

職業奉仕委員長のお世話で、Ｔ

ＯＴＯアクアテクノ(株)第 2 工場

での見学お疲れ様でした。水栓

金属製造工程、電気温水器の

製造、手すり、福祉に関する各

種機械器具の流れ作業を見学、無事に終わることが

できました。 

国際ロ－タリ－の３月の行事は、識字率向上月間

です。この目的は発展途上国の識字率を向上させ、

少年の生存率を上げるのが、第一の目的になってい

ると思います。世界の子供がお互いを認識し、交流、

親睦を深めれば世界平和は自ずから生じる、との理

念の下にまず文字を習得する機会を与える活動に、

ロ－タリアンが積極的に取り組む事を自覚する月間と

なっています。わが国では漢字、ひらがな、ロ－マ字

は初等教育と日常生活で何時の間にか身について

おり、この問題はありません。最近の若いかたは、英

語を世界共通語として、適切に使っています。駅やバ

ス等の交通機関では中国語、韓国語のアナウンスも

聞かれますし、日本語以外の言葉にも抵抗感は少な

くなっています。 

 ユニセフなどのアフリカの子供の悲惨な現状などが、

テレビでも紹介していますが、もし一時的に命が救わ

れても子供が成長できるか、また生き延びていけるか

などの、心配が残ります。字の読めない子供に「毒」と

か「危険」とかの文字による呼びかけをしても、意味不

明では命がいくらあっても足りないのは事実です。日

本での常識が世界の発展途上国には通用しません。

そこで、教育の大事さがあらためて認識されます。国

際ロ－タリ－の近年の動きは、ポリオ撲滅の後は識字

教育と、飲料水の確保を大きな目的にしているようで

す。私たちロ－タリアンに出来る事は、基本となる財団

に寄付をする事と、新たな国際奉仕を考える時ではな

いかと思われます。 

 ３月１日名誉会員金先生の御嬢さんの高校の卒業

式に参列させて戴きました。勉強と部活を両立しての

大学受験、大変だったと思います。合格おめでとうご

ざいます。卒業式参列で、程よい緊張感と生徒の送

辞や答辞、式の規律の正しさに心をうたれました。旅

立って行く卒業生の将来に心からエ－ルを送り、御嬢

さんの努力もありますが、それを支えられた先生ご夫

妻を、昔から近くで見ていましたので、そのご苦労に

自然に胸が熱くなり目頭が熱くなりました。 

幹事報告    幹事  丸山 謙一 

・苅田町町民会議の委員の推薦依頼が

ありました。我こそはと思われる方は申

し出て下さい。 

・19日 18：30から壁屋 好惠事務所に

おいて定例理事会を開催致します。 

委員会報告 

 職業奉仕委員会 委員長 鈴木 公利 

 先週は、ＴＯＴＯアクア㈱の工場見学

に参加して頂き有難うございました。製

品が作られる過程（組立・仕上げ・点検）

を見学する事が出来ました。製品製造

の最終過程は、人の目や手で仕上げて

いくことや社員一人ひとりが積極的にものづくりに取り

込む姿勢を知ることが出来ました。また、地域との共

生を重視し清掃活動や祭等のイベントを行っているこ

とにロータリーの活動と通じるものを感じました。 

出席委員会    委員長  原田 雄幸 

3 月 19 日会員数 35 名：出席者 25 名 修正出席率 71％  

お客様  

地区米山記念奨学会 委員長  

安増 惇夫 

本日は、謝億榮氏（世話クラブ：苅田

ロータリークラブ・カウンセラー：丸山謙一氏）の地区大

会米山記念奨学生ホームカミング講演の最終打合せに

来ました。この度は、謝さんがホームカミングを引き受け

て下さり大変感謝しています。私が米山の活動に積極的

になったのは、米山カウンセラーを引き受けた体験によ

るものでした。詳細は『ロータリーの友 3 月号』米山だより

に記しています。地区大会 1日目指導者研修会「架け橋

を育てるロータリー」で、なぜ米山なのか。なぜ反日とい

われる国からの留学生に奨学金をあげるのかについて

お話をさせて戴きますので、是非 ご出席ください。 



PET 報告 

会長エレクト  杉坂 正徳 

RI 次期会長（K・Ｒ・ラビンドラン氏）のテーマ 

「Be a gift to the world」 

「世界へのプレゼントになろう」 

270０地区本田ガバナーのテーマ 

（2015-2016 年度） 

「考えようロータリーの多様性とクラブの主体性を」 

※私（本田ガバナー）が日頃からロータリークラブに対し

て抱いていた思いを伝えたいということもあって、独断で

決めました。 

≪会長エレクト研修セミナー≫ 2015 年 3 月 15 日 

1. 会員増強について 

 

2700 地区はこの 1～2 年やや減少に歯止めが

かかったとはいえ、依然として厳しい状況に変

わりありません。少子化による若年層の入会が

厳しくなっております。あらゆる機会を使ってロ

ータリーの公共イメージのアップ（ロータリーの

魅力アップ）に努めていただきたい。ロータリー

デーも地域との共生という意味でイメージアップ

につながると思いますので、是非継続して下さ

い。また、理由なき退会も無いようお願いします。

（負の広報マンとなる可能性あり） 

２． E ｸﾗﾌﾞについて 

私自身今まで、E クラブについては否定的に考

えていました。しかし、最近の若者はネット世代

と言われており、情報交換やコミュニケーション

をネットでやる時代となっているようです。この E

クラブについて国際協議会の中でも、賛否両論

ありましたが、研究してみるのも良いのでは、と

いうのが大勢でありました。現在、熊澤年度でも

検討が開始されているとも聞いておりますので、

その流れの中で考えたいと思っています。 

３．財団支援 

次期 RI 会長から 4 つの項目を揚げ優先順位が

決められました。 

１． ポリオ撲滅 

２． 財団に対する知識・参加・寄付を向

上 

３． 財団の補助金と 6 つの重点分野を通

じ、ロータリーの人道的奉仕の質を高

める。 

４．   「世界で良いこと」をしてきた 100 年の

歴史に注目し、財団のこれまでの実践

に対するイメージと認識を高める。 

４．情報の共有化（データーベース化） 

色々な項目の成功事例を集め、データーベース

化して地区で共有できれば効果があると思います。 

５．ガバナー補佐と地区委員（長）の役割 

私は、地区委員（長）はタテ糸（タテ軸）、ガバナ

ー補佐はヨコ糸（ヨコ軸）と例えています。どちらの

糸がゆるんでも、切れても機能不全やスピードダウ

ンに陥ります。しっかりタッグを組んで下さい。 

６．青少年奉仕活動の更なる活性化 

2700 地区は、他地区に比べて青少年奉仕活動

に熱心であるという評価を受けています。今後とも、

この良き伝統を継続していただきたいと思います。

将来のロータリー会員予備軍としてのイメージアッ

プにもつながります。 

７．米山記念奨学会について 

本件は日本特有の制度ではありますが、永年に

わたって多くの奨学生を受入れた実績は誇るべき

ものがあります。現在、留学生の追跡調査を含めて、

解決すべき問題もあると聞いています。委員の皆様

にはご苦労をおかけします。 

８．危機管理（リスク管理）への対応 

ロータリークラブは非営利団体であり、一般企業

等と比べれば危機にさらされるリスクは少ないと思

われますが、多数の人々・団体・イベントに触れる

機会はあります。昨今の社会情勢に鑑み、万全の

対応をする必要があります。 

※健康に留意され、元気で明るくそして楽しくやりたいと

思います。 

本田正寛 ガバナーエレクト 



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

安増 惇夫 地区大会宜しくお願い致します。（宗像 RC） 

 

壁屋 好惠  安増さん 2017－2018 年度 ガバナーノミニー・デジグネイト。おめでとうございます。 

丸山 謙一  安増米山奨学会理事様 ありがとうございました。 

福田 洋司  早退いたします。 

杉坂 正徳  会長は、重い役と感じています。 

定野 邦男  誕生日のお祝い有難うございました。 

梶原 禮子  ちょっと長く休ませてもらいました。スミマセン！ 

鈴木 公利  誕生日のお祝い有難うございました。3月 5日例会欠席しました。東京出張し、その会食                                      

       のゲスト平原綾香のステージを聞けました。 

屏  正隆  二男が小学校を卒業しましたので、ニコニコします。 

高橋 功吉  杉坂次年度会長 PETS お疲れ様でした。食事もご馳走様でした。 

木部 義憲  本日が誕生日なので ニコニコします。 

 

集計 22,000円    累計 811,060 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  

 

 
 

豊 前 Ｒ Ｃ 4 月 23 日→夜間例会「つつじ鑑賞

会」 

            4 月 30 日→休会  

行橋みやこＲ Ｃ 4 月 1 日→夜間例会 

                 創立 31 周年記念式典 

            4 月 29 日→休会 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 3 月 27 日→休会 

            4 月 24 日→23 日 つつじ鑑賞 

行 橋 Ｒ Ｃ 3 月 31 日→夜間花見例会 普門寺 

田 川 Ｒ Ｃ 4 月 1 日→花見夜間例会 

            4 月 29 日→休会 

            5 月 6 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 

 

 

                 

第一グループ ゴルフ大会 

団体 第 2位 

個人第 3位     桧槙敬 

グランドシニア優勝 山口勝弘 

              ベストグロス    山口勝弘 

 

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】 

☆ ポークソテーハヤシソース 

☆ イカのから揚げ 

☆ 中華春雨サラダ 

☆ 桜そば 

☆ スフレチョコレート 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

      スカイホテル苅田 


