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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 

 

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 

5 月 7日（木）地区研修協議会報告 

5 月 14日（木）地区研修協議会報告                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＩＡＣ台湾研修   樹人高級家事商業職業學校 

■地区・第１G・行事予定  

4月 12日（日） 地区大会 

4月 17日（金） 第一グループ会長幹事会 

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 1855回例会＞ 

 

米山記念奨学生 謝億榮氏歓迎会 

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


＜第 1854回 例会記録（2015年 4月 2日＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆さんこんにちは、4月に入りました。あちらこちらで

桜の花の満開の便りが聞こえてきます。 

 「社協だより」“手をつなごう”3 月号の表紙一面

に、苅田工業高等学校インタ－アクト部のみなさ

ん 卒業生を囲んで『インターアクト部で唯一の

卒業生の小茂田美鈴さんは、「インタ－アクトの

経験を社会人になっても活かし、社会貢献してい

きたい。」と力強く語ってくれました。インタ－

アクト部は苅田ロ－タリ－クラブといっしょに、

国際交流やボランティア活動を行い、本会にも年

末チャリテイもちつきの売上金を寄付して戴きま

した。』と掲載されていました。 

今日は先日インタ－アクト海外研修 （各校ＩＡ部の

代表 1 名が、国際ロ－タリ－第 2700 地区主催の台湾

研修に参加しています。） 3 月 26 日（木）―28 日（土）

迄の台湾海外研修に参加してきました、苅田工業高

校 電気科３年 白川雄大君の台湾研修の報告が後

程あります。 

白川君は 1年生の時 24時間テレビ、（サンリブエル

かんだ）での募金の時、一番大きな声で募金活動をし

ていました。一緒にお手伝いをしていましたので、印

象に残っています。インタ－アクトの例会ではお会い

しますが、今回の台湾での研修が終わり、又一回り成

長した彼の体験発表を楽しみたいと思います。 

先日のＩＡＣ6 校合同例会は、青豊高等学校がホス

ト校で行われました。苅田工業高校は主要実績として、

韓国晋州市の晋州飛鳳ＲＣ（苅田ＲＣと 1987 年以来

姉妹提携）提唱の善明女子高校ＩＡＣ生と隔年で夏休

みに訪問しあい、3 泊 4 日の短期研修を行っています。

より深く文化や生活習慣に触れる為、お互いのロ－タ

リアンのお宅にホ－ムステイさせていただき、善明女

子高校ＩＡＣの生徒達とも充実した交流を継続させて

います。また、活動状況・活動記録では、週末を利用

した校外でのボランテイアが多い為、正直目立たない

部活ですが、見えない所で他人や社会の為に何かを

することは、大変意味のある事だと思っています、これ

からも地道な活動を目指して頑張ります。内容や発表

は 6 校のなかで苅田工業高校は好評だったとおもわ

れました。 

幹事報告     幹事  丸山 謙一 

・地区大会が 4 月 12 日 受付：8:30～ 開会点鐘： 

9:30～。場所はソレイユホール（旧九州厚生年金会館）

で開催されます。終了後 17:00 から謝君の“ご苦労さ

ん会”を小倉リーセントホテルで致します。 

委員会報告 

親睦活動委員長   高橋 功吉 

・忘年親睦旅行を 5 月 24 日（日）～25 日（月）別府温

泉旅行に決定いたしました。旅程表を別紙にて配布

しています。参加宜しくお願いします。 

４０周年記念実行委員会   鈴木 公利 

本日の周年記念事業委員会は中止となっています。 

出席委員会     委員長  原田 雄幸 

４月２日 会員数 35 名：出席者２３名  

12 日地区大会参加者 6 名  修正出席率８３％  

お誕生日 

 4月生まれ 

 

 

 

高城直紀Ｒ・渡邊和義Ｒ・沓脱壽Ｒ 

 

 

日にち 4月 12日 日曜日 

会場：北九州ソレイユホール 

時間：受付 8:30～9:30 開会点鐘 9:30～ 

※ＪＲ西小倉駅・・（徒歩）・・15 分 

ＪＲ  苅田駅発 → 西小倉駅着 

8:14→8:35 8:20→8:46 8:31→8:53 8:47→9:08 



 

苅田工業高等学校  電気科 3年 白川雄大 

  

 

 

 

 

私は 3 月 26 日～28 日までの 3 日間、台湾短期研

修で貴重な体験をさせていただきました。 

 まず、海外に行くことが私にとって初めての体験でし

た。しかも、さまざまな学校から一人ずつ集まっている

ので、親しい人がいない環境という状況も私の中では

貴重な体験でした。最初は不安しかなかったですが、

各学校の代表が集まっているということもあり、仲良く

なるのにそれほど時間はかかりませんでした。 

 私たちが訪れた建物は、忠烈祠と中正紀念堂と龍

山寺です。総統府は中には入れなかったので外から

見ました。忠烈祠で見たもので驚いたのが、門に立っ

ている兵隊が人形のように動かないということで、間近

で見ても人形だと思うほどでした。さらに、兵隊が交代

するところも見ることができその動きの精密さに感動し

ました。中正紀念堂は、巨大な蒋介石が私たちを待っ

ていました。歴史の中では比較的新しい人物ですが、

建物の広大さや銅像の大きさ、さらに観光客の多さか

ら蒋介石という人物が偉人であることがわかりました。

龍山寺は、さまざまな神様が祭られておりその一つ一

つが極彩色に彩られ、目を引くものが多いと感じまし

た。 

 2日目は、樹人高級家事商業職業學校を訪問しまし

た。そこでは全校生徒から大歓迎していただき、気持

ちが良かったことを今も覚えています。最初は緊張し

てしまい何も話せなかったのですが、相手から積極的

に話しかけてくれたおかげで徐々に話せるようになり

ました。相手は、ぎこちないところもありますが日本語

で話しかけてくれて、私が日本語で話しても理解して

答えてくれました。そのことで、私も少しでもいいので

中国語を話せるようになっていればよかったと思いま

した。 

 学校でしたことは、午前中は授業体験、午後はダン

ス鑑賞とダンス披露でした。午前、私は保育を選択し

ていて、ビーズでりんごを作りました。そこでも、学校

の生徒さんは私たちに優しく教えてくれました。作った

ビーズのりんごは私の宝物です。 

午後のダンスは、生徒さんたちのダンスのクオリティ

の高さや見た目の派手さが印象に残っています。歌

の披露もしてくれたのですが、私も前に呼ばれて学校

の皆さんの前で歌いました。ダンス披露のプレッシャ

ーはすごかったですが、ダンスを披露していた人たち

も交じって踊ったので楽しかったです。別れの時がと

ても辛かったです。そのあと夜市に行き、値切り交渉

に出たのですが失敗に終わり残念でした。 

 3 日目の故宮博物館の観光客の多さは、日本では

体験したことがありませんでした。博物館でも、世界レ

ベルの観光名所になるとこうなるのかと驚きました。 

 帰りの飛行機に乗る前に男子だけで記念写真を撮

ったり、班員で撮ったりと最後の最後まで思い出作り

をしていました。福岡空港に着いて引率の先生や、3

日間一緒に過ごしたみんなとの別れはとても寂しかっ

たです。このメンバーで行けたことをとてもうれしく思い

ました。参加させていただき有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2700地区 

2014年～2015年度インターアクト 海外短期研修



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  白川君、台湾楽しくて良かったですね。 

丸山 謙一  謝君の「ご苦労さん会」の出席ありがとうございます。 

國永 修一  早退です。すみません。 

松田 博文  白川雄大君すばらしい台湾研修報告有難うございました。 

渡邊 和義  4月 19日に満 78 才です。苅田工業高校生、白川雄大君の台湾研修報告すばらしかった。 

鈴木 公利  週報に枝垂桜の写真を載せて戴きました。六義園は「ソメイヨシノ」の発祥地です。 

田辺 浩爾  竹部さんが早朝ジョギング清掃をしていました。 

竹部 武男  ゴミ拾い頑張ります。 

長江 三郎  無断欠席申し訳ありませんでした。 

沓脱 壽   誕生祝 ありがとうございます。 

高城 直紀  誕生日のお祝い ありがとうございました♪ 

杉坂 正徳  白川君（苅工）大人になったネ。頑張れ！ 

高橋 功吉  親睦旅行が楽しくいけます様に。 

 

集計 37,000円    累計 860,060 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 29 日→休会 

                     

豊  前  西Ｒ Ｃ  4 月 24 日→23 日（木） 

            豊前ＲＣと合同例会「つつじ鑑賞会」 

 

田  川  Ｒ  Ｃ 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 

 

 

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】 

☆ チキンステーキ 赤ワインソース 

☆ サーモン竜田揚げ 

☆ 明太ポテト 

☆ うに饅頭 

☆ 果物 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

 

   スカイホテル苅田 

 


