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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

例会予定 

10月 6日（木） 夜間例会 広報・IT委員会 

10月 13日→16日（日） 白石海岸清掃 

10月 20日（木） クラブ協議会（会議室） 

10月 27日（木） 安増敦夫 米山カウンセラー  

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

10月 20日（木） 第一グループ会長幹事会 

10月 21日（金） 10月度 理事会 

10月 30日（日） 社会福祉協議会主催 ゴルフ 

11月 5日（土） 地区社会奉仕セミナー 

11月 26日（土） 地区職業奉仕セミナー 

 ■ＩＡＣ  

10月 13日（木）   例会 16：30～ 

 

 本日のプログラム <第 1922回 例会> 

  社会福祉協議会 福山事務局長 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1920回 例会記録 ＜2016年 9月 8日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

私は職業柄、毎日相当な回数印鑑を手に、押したり、

確認したりと、印鑑とは切っても切れない環境にありま

す。そこで印鑑について少し調べてみました。 

「印章（いんしょう）とは、様々なものを素材として、そ

の一面に文字やシンボルを彫刻し、個人・官職・団体

のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡（印

影・印痕）を残すことにより、その責任や権威を証明す

るものとあります。 

その呼び方には、印（いん）、判（はん）、印判（いんは

ん）、印形（いんぎょう）、印顆（いんか）、印信（いんし

ん）、判子（はんこ）とあり、印章を押すことを、押印（お

ういん）、捺印（なついん）、押捺（おうなつ）といいます。

近年では文書の電子化に伴い電子印鑑も登場してい

ます。印章文化圏は、日本、中国、香港、マカオ、台

湾、韓国、北朝鮮、ベトナム、インドネシア、ラオス、マ

レーシア、シンガポールなどにアジア圏に広がってい

ます。 

古くは紀元前 5千年紀に古代メソポタミヤで使われる

ようになったといわれています。最初は粘土板や封泥

の上に押すスタンプ型の印章が用いられたが、後に

粘土板の上で転がす円筒形の印章（円筒印章）が登

場し、当初は宝物の護符として考案され、のち実用品

になったが、間もなく当時の美意識を盛り込んだシリ

ンダー・シールとなりました。 

紀元前 3千年紀の古代エジプトでは、ヒエログリフが

刻印された宗教性をもったスカラベ型印章が用いられ

ていた。それ以来、認証、封印、所有権の証明、権力

の象徴などの目的で広く用いられた。これがシルクロ

ードを通って古代中国に伝わったのは、かなり遅れて

戦国時代初期（紀元前 4、5世紀）であったろうといわ

れています。 

さて、日本ではいつ頃からハンコが使われるようにな

ったかということはそれを裏付ける確かな資料がない

ため定かではありません。現存する日本最古の印は

現在、国宝に指定されている『漢委奴国王』の金印で、

天明 4年（1784年）筑前国糟屋郡志賀島（現在の福

岡県福岡市東区志賀島）で発見されたものです。これ

は後漢の光武帝が中元2年（57年）に日本の『倭奴国』

に金印を授けたという記録が『後漢書』にありますが、

まさにその印であるといわれています。 

日本で印鑑を使用する制度が整備されたのは奈良時

代で、大宝元年（701年）律令制が整ってからだとい

われています。まだ当時は、律令に定めるところの公

印のみで、原則的に私印の製造、使用は禁止されて

いました。平安時代に入り、貴族にも私印の使用が認

められるようになり、当時の藤原氏の私印（家印）が多

数現存しています。当時の一般庶民は、離婚届けや

売買証文などは、氏名を自署すればよく、文字の書け

ない者は人差し指を用いて点をうつ画指という方法が

用いられていました。 

平安時代中期から末期にかけて、官印がほとんど使

われない時代があり、代わって花押（かおう）が広く用

いられるようになります。花押は公家、領主、武将など

が用いたもので、一般庶民はなお拇印、爪印などを

文書に押していました。 

時も戦国時代に移り、戦国武将は花押と併用して私

印を盛んに用いるようになりました。印文にもそれぞれ

趣向をこらし、権力と威厳を表現しようとしました。織

田信長の『天下布武』の印、上杉謙信の『地帝妙』、豊

臣秀吉の『豊臣』の印、徳川家康の『福徳』の印などは

有名です。 

以来時代の変遷とともに、一般庶民の生活にも深く浸

透していったハンコは、明治6年（1873年）10月1日、

太政官布告で署名のほかに実印を捺印する制度が

定められました。ハンコが正式に市民権を得た日を記

念して、10月 1日が『印章の日』となりました。 

さて、皆さんに質問です。実印と認印（三文判）に法

定効力の違いはあるでしょうか？法的には同じで効力

の違いは無いんです。ただ、実印は印鑑登録制度に

より、より本人が押したものであろうとの信憑性が高く、

よって証拠能力が高いものであるということです。 

商法３２条では、「署名は記名押印に変えることが出

来る」となっており、自分の氏名を自分で書く「署名(サ

イン)」と、署名以外の方法で自分の氏名を記載する

「記名」(例えば、他人に書いてもらう、印刷する)と「押

印（三文判でも）」があれば、「署名」と同等の効力があ

ると考えられています。ですから、三文判といって簡

単に押すものではないということです。 



 

ロータリー情報委員長   杉坂 正徳 

今年度地区Ｒ情報委員会では、規定審議会に揚

げられた案件ＲＩの組織規程を改定するクラブ定款の

改正を審議しています。本日の例会において、ロータ

リーの基本事項について豆テストを行いました。各会

員が、ロータリーの歴史を振り返りロータリアンとしてロ

ータリーの基礎について勉強しなければならないと痛

感されたなら良い試みだったと思ってください。 

幹事報告  

幹事    高城 直紀 

・本日（９／８）、親睦活動委員会と社会奉仕委員会の

炉辺会合が 18:30 から三原文化会館で開催致します。

各委員の皆さん 出席宜しくお願いします。         

・９月 16日は、事務局が休みとなっています。 

委員会報告    

出席委員会委員  松田 博文 

会員数 32名  9月 8日 出席者 26名  修正出席率 84％ 

9月 15日 出席者 29名  出席率 91％ 

メークアップ  

 9月 15日 IAC：矢野 R・壁屋 R・高城（雅）R・高橋 R 

9月 24日 地区 R研修会：杉坂 R 

2016-2017年 拡大・増強チーム 

チーム リーダー チーム 会 員 推薦者数 入会者数 

Ａ 鈴木 青木・角田 

壁屋・福田 

  

Ｂ 太田 井手口・竹部  

片岡・桧槙・別府 

  

Ｃ 原田 高城（直）・幾田 

高城（雅）・山口  

  

Ｄ 松田 木部・高橋 

官見・前田 

  

Ｅ 屏 田辺・國永  

沓脱・丸山  

  

Ｆ 杉坂 原・梶原・長江  

矢野・渡邊 

  

＜第 1921回 例会記録 ＜2016年 9月 15日＞ 

 

松竜本館にて 
18：30～20：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 1921回 例会 

 

 

 
ダチョウの卵！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     焼肉・焼きそば・秋刀魚！鯵！ 

 
第 43回 RC第１Gゴルフコンペ開催のご案内 

期日：平成 28年 10月 23日（日曜日） 

場所：チェリーゴルフクラブ 小倉南コース 

時間：集合 10：00  スタート：10：48 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  杉坂パスト会長、ロータリー情報有難うございました。 

高城 直紀  台風の影響で週末、久々にゆっくりできました。 

壁屋 好惠  米山功労賞を頂きました。 

井手口貞治  國永会長、印鑑のお話し有難うございました。 

官見 敦司  久しぶりに出席しました。 

竹部 武男  先週、娘が突然帰ってきました。 

田辺 浩爾  早退です。すみません。 

屏  正隆  遅刻したうえ早退いたします。長江社会奉仕委員長殿、本日の炉辺会合出席できません。 

別府 吉範  PM2:00から会議の為、早退します。 

丸山 謙一  本日親睦活動委員会の炉辺会合があります。 

矢野 強   丸山さん、杉坂さんには、卓話変更を快く受けて頂き有難うございました。 

 

集計 13,000円       累計 204,000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  
 

近隣クラブ例会変更 

 

行 橋 みやこＲＣ  10月 12日→箕田 G補佐クラブ協議会 

             10月 19日→夜間例会 

「富田ガバナー公式訪問」                

10月 26日→移動例会職場訪問 

≪(有)松木果樹園｝≫              

豊 前 西 Ｒ Ｃ  9月 30日→休会 

             10月 7日→8日（土） ＥＭだんご作り 

行 橋 Ｒ Ｃ  10月 4日→夜間例会 

「富田ガバナー公式訪問」 

             10月 11日→8日移動例会 

                   「こころのふれあいコンサート」 

豊   前  Ｒ Ｃ  10月 ⇒例会変更なし 

田  川  Ｒ Ｃ  10月 19日→早朝例会（ラジオ体操 

   

 

 

 

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・ブリティッシュヒルズ 

     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 

 

 

 

 

日時 平成 28年 11月 12日（土）、13日（日） 

形態 ガイド付き観光バス一泊二日コース 

行先 大分・熊本 

宿泊 別府湾ロイヤルホテル 

費用 38,000円程度 

特典 １人当たり 8,000円の 

大分復興支援補助金付き 


