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＜2015～2016年度ＲＩ＞  会  長：Ｋ．Ｒ ラビンドラン 

＜第 2700地区＞           ガ バ ナ ー：本田 正寛 

＜苅田ロータリークラブ＞ 会 長：杉坂 正徳 

副 会 長：國永 修一 

   幹  事：屏  正隆 

Ｓ Ａ Ａ：原  公克 

会報委員長：青木 政憲 

＜2700地区テーマ＞ 

『考えようロータリーの多様性と 

クラブの主体性を』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『奉仕の喜び・人は人のために』 

 

例会予定 
 

2月 25日 ICS卓話 

3月 3日 クラブ協議会 

3月 10日 社会奉仕委員会卓話 

3月 17日 クラブ協議会 

3月 24日 PET報告 

3月 31日 休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

インターシティー・ミーティング  2月 6日（土） 

 

■地区・第１G・行事予定   

2月 18日（木） 2月度理事会 壁屋事務所 18:30～ 

2月 25日（木） 次年度理事会 三原文化会館 18:30 

2月 27日（木） むつみ会 京都ホテル 18:30～ 

3月 2日（水） 40周年記念式典実行委員会  

         三原文化会館 18:30～ 

■ＩＡＣ  

3月 3（木）16：30～ 3棟１F 英語科教室 

 

＜第１８９５例会＞ 

  クラブ協議会 

 40周年記念式典実行委員会 

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


第 1893回 例会記録 ＜2016年 1月 28日＞ 

会長の時間  会長 杉坂 正徳 

1月は職業奉仕月間なので、

自分の職業『不動産業』の歴

史について調べてみました。 

○土地私有化のはじまり 

■奈良時代、貴族や大寺院

による荘園が発達して公地公民制度が崩れ、本格的な

土地の私有化がはじまった。 

■江戸時代までの土地の所有は、年貢である「米」の徴

収手段としての所有に過ぎませんでした。 

○不動産業のはじまり 

■「不動産業」という仕事のはじまりは、賃家や貸地の所

有者は商人や大地主でしたが、これとは別に不動産の

管理だけを仕事として請け負っていた人達「差配人（さ

はいにん）」と呼ばれていました。 

■明治時代に 個人の「仲介業者」や「不動産会社」に

あたる業者が誕生しました。 「不動産」という言葉も明治

時代に登場した。「不動産」という言葉の出所はフランス

民法の中にある法律用語です。 

○不動産業の発達 

■日本の不動産業は、明治時代以降に急激に発達して、

オフィス街のテナントビルからニュータウン開発へと続き、

昭和期、さらに共同住宅や分譲・賃貸マンションの誕生

へと発展した。 

■財政難に陥っていた明治政府は、「丸の内」の土地を

民間に払い下げに三菱財閥（三菱地所）は、ロンドンの

ビジネス街にならったオフィイス街をつくりビルを竣工。

1914年（大正 3年）東京駅が完成し、自由に誰もが出入

りできる「丸ビル」が誕生した。 

■電鉄会社は沿線の周辺を宅地化したり、建売住宅を

建てたりしました。大規模開発としてニュータウンを作り

展開していった。その代表は、「田園調布」です。 

■第 2次大戦後焼野原となった都市を復興させるには、

まずは住宅確保が重要であった。そこで政府は、日本住

宅公団や住宅金融公庫など公的機関を設置し、国と民

間双方による住宅促進を目指した。 

幹事報告   幹事  屏 正隆 

1 月 21 日、1 月度の理事会を開催

いたしました。理事会出席数が 5名

の採決ぎりぎり過半数でした。 

 ・2月の会費は、通常会費と IM登

録料 9,000円がプラスされます。 

 

2月 12日 会長幹事会が行橋みやこ RC主催で「リ

コフェスタ」で開催されます。 

2月27日、京都ホテルにて（むつみ会）奥様方中心

に式典の予定メニュー会食会を予定しています。 

 

委員会報告    

 

周年記念委員会 総務委員長 鈴木 公利 

 苅田 RC創立 40周年記念事業の会

場等の打ち合わせを２月４日 16:00～ 

京都ホテルにて開催いたします。 

 

出席委員会委員長  前田 頴子 

会員数 ３５名 

１月 28日  出席者２９名    

修正出席率 83％ 

2月 6日  出席者２９名 

修正出席率 100％ 

メークアップ 

 2月 11日  IAC6校合同例会 

         矢野 R・高橋 R・高城（雅）R 

 

 

2016-2017年度  

≪ICS国際社会奉仕委員会 委員長≫ 

    片岡 孝市 

 

 

 

 

 



卓話  職業奉仕委員  幾田 誠泰 

 「職業奉仕」とは  

自分の以前の職業

（仕事）への考え方は自

己の欲求（より良い生活

がしたい・おいしいもの

が食べたい・良い服が

着たい等）を充たすための手段であると考えていた。

現在の職業（仕事）においても沢山仕事をして沢山稼

いだら仕事を辞めたいと考えていたが、ある先輩に自

社を必要としている人（顧客）がいる限り会社を存続さ

せて社会に貢献しなければいけないと教えられた事

がきっかけで職業（仕事）のありかたについて価値観

や考え方が変わっていきました。 

この度職業奉仕についての卓話をさせて頂くにあ

たって少し勉強したことを発表させて頂きます。 

まず職業奉仕の定義（ロータリーの基礎テキスト

P10）を読んだが今一つ意味がよく理解できなかった

ので次に同ページ下段に職業奉仕の実践方法を読

んでみました。要は職業を通じて社会の役に立つこと

であるという事だと認識しました。 

次に（ロータリーの基礎テキスト P12）に毎月月初に

唱和している 4つのテストについてハーバードテーラ

ーが倒産の危機に陥っている会社の社長に就任し、

正しい営業活動をすれば必ず会社が再建できると考

えこの「４つのテスト」を示し会社を再建させた。このこ

とが世界各国で翻訳され活用されていると書いてあり

ます。４つのテストの解釈について（ロータリーの基礎

テキスト P13）を読んで本文は省略しますが、この中で

一番腑に落ちたのが みんなのためになるかどうか 

の解釈でした。売り手だけが儲かる、買い手だけが得

をしたら公正な取引とは言えないその取引によってす

べての取引先が適正な利潤を得るかどうかが問題で

ある。という事。 

以上の事をふまえて職業奉仕というのは職業に誇

りをもち社会に貢献することに返るということが理解で

きましたので今回学んだことを忘れず行動します。 

≪参考資料≫     ロータリー情報研究会発行 

 

第 1894回 例会記録 ＜2016年 2月 6日＞ 

2015～2016年度 RI2700地区 第 1グループ 

 

 14:00～14:45 開会点鐘 

 14:45～15:45 特別講演 野球解説者島田誠 

16:00～17;15 基調講演 熊澤パストガバナー 

 

17:30～18:00 6クラブ合同例会 

18:00～19:30 懇親会 

 

 

            行橋 RCバンド 

 

 

 

 

メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

  島田誠氏と！   大当たり！     ガバナー賞！ 

 

 



   

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

杉坂 正徳  幾田さん、卓話有難うございます。 

屏  正隆  幾田職業奉仕委員、卓話有難うございました。 

桧槙 敬   先週、フィリピンにいってまいりました。苅田ロータリークラブとサウスパーストクラブとの親睦をしてま

いりました。 

壁屋 好惠  幾田職業奉仕委員、R情報誌で勉強していただき有難うございました。 

片岡 孝市  2週続けて欠席しました。 

高城 雅春  戸早先生メーキャップありがとう！！また、お待ちしています。 

田辺 浩爾  昨日の国際奉仕委員会炉辺会合大変盛り上がりました。参加下さった皆様、有難うございました。 

松田 博文  幾田会員素晴らしい卓話有難うございます。 

鈴木 公利  幾田さん、卓話までいろいろありましたが、勉強になりました。 

高橋 功吉  2月 4日 インターアクト例会があります。 

 

集計 18,000円    累計 515,549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  
 

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 

 

 

 

 

田川 RC 3月 23日 →休会 

行橋ＲＣ ３月 ８日 

 

3月 15日 

→6日～７日 

 親睦旅行 

休会 

豊前西ＲＣ 2月 19日 →観梅会 夜間例会 

行橋みやこＲＣ 3月 ２日 

 

3月 30日 

→5日 

周防灘カップ中学野球大会 

→2日 

苅田 RC40周年記念式典 

 

 

 

 

創立 40周年キャラバン隊訪問予定表 

 

日 時 訪問 RC 訪問メンバー 

2月 18日 豊前 RC 丸山 R 

2月 23日 行橋 RC 丸山 R・杉坂 R・屏 R 

2月 24日 行橋みやこ RC 丸山 R・杉坂 R・屏 R 

2月 26日 豊前西 RC 丸山 R・杉坂 R・鈴木 R 

3月 2日 田川 RC 丸山 R・杉坂 R・鈴木 R 

 

40周年記念事業 予定 

 

2月 18日（木）例会（クラブ協議会 40周年事業） 

2月 27日（土）むつみ会 京都ホテルにて会食 

3月 2日（水）18:30～ 三原文化会館 

       第 11回打ち合わせ 

3月 3日（木）例会（クラブ協議会 40周年事業） 

3月 17日（木）例会（クラブ協議会 40周年事業） 

 

4月 2日（土） 

苅田 RC 創立 40周年記念式典 開催 

 

 

週報委員    

青木政憲・竹部武男・松田博文・渡邊剛  


