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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』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   苅田山笠  突き当て 

 

 

例会予定 

10月 13日→16日（日） 白石海岸清掃 

         9:00～13：00 

10月 20日（木） クラブ協議会 

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 』 

 

 

 

 

 

 

 

苅田商工会議所青年部 餅まき大会 

2016年 10月 2日 

 

■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 23日（日） 第 43回 RC第一 Gゴルフコンペ 

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例会  10月 13日（木）  16：30～ 

 

 本日のプログラム <第 1923回 例会> 

    井手口貞治  広報・IT委員長 

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


＜第 1922回 例会記録 ＜2016年 9月 29日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

今月９月は「ﾛｰﾀﾘｰの友

月間」になっています。 

これは、雑誌月間が廃止

されたことにより、ﾛｰﾀﾘｰ

の友委員会、同理事会の

検討により新たに9月を「ﾛ

ｰﾀﾘｰの友月間」を新設す

ることに決定しました。 

ただし、これはRIが定めたものではなく日本独自のも

のであります。 

日本での公式機関誌「ﾛｰﾀﾘｰの友」は1953年(昭和28

年)1月に創刊されました。創刊当初は3300部、62年

後の2014年7月号では約9万5200部で、今年の9月号

で通巻765号となるそうです。 

「ﾛｰﾀﾘｰの友」は日本のﾛｰﾀﾘｰ34地区のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

会員のためのﾛｰﾀﾘｰ地域雑誌として、RIの方針や全

世界のﾛｰﾀﾘｱﾝならびにﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの活動を国内の

会員に紹介して海外のﾛｰﾀﾘｰ活動に対する興味を高

め、国内の地区・ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞおよび会員の活動状況

を紹介して親睦を図り、また国内外における各種ﾛｰﾀ

ﾘｰ情報を掲載することによりﾛｰﾀﾘｰ精神の養成、ﾛｰﾀ

ﾘｰ活動の発展に寄与することを、発行の目的としてい

ます。 

この｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣のという名前は岐阜ｸﾗﾌﾞの遠藤健

三氏の名称が採用されました。｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣は今か

ら64年前の1952年に当時日本のﾛｰﾀﾘｰが1地区から

2地区、第60地区と第61地区に分割された際に両地

区の将来的な交流を図るために創刊しました。しかし

創刊に至るまでは内容・値段ほか発行所まで大変な

議論があったようで、東京案と大阪案の2案で激論を

交わしたあと、結局ｱﾝｹｰﾄの結果を総合勘案して発

行所は東京、定価50円、活版印刷ひらがな横組みと

なったが原価計算では100円になるというものが採用

されたそうです。最初から赤字での発行で、その差を

埋めるのに大変な苦労があったようです。 

創刊号以後定価50円、1954年1月号から1962年まで

定価100円、1963年1月号から1974年まで定価110円、

1975年1月号から現在に至るまでの40年間、定価200

円。創刊から現在まで63年間ですが、そのうちの後半

40年間も値上はありませんがいつまで持つかが心配

だそうです。 

1980年7月号からRI公式地域雑誌(現、ﾛｰﾀﾘｰ地域雑

誌）に指定されました。現在RI本部が発行する｢The 

Rotarian｣を含め31の地域雑誌を総評してﾛｰﾀﾘｰ･ﾜｰ

ﾙﾄﾞ･ﾏｶﾞｼﾞﾝﾌﾟﾚｽ(Rotary World Magazine Press)と呼ば

れています。このような地域雑誌が出版されている大

きな理由として、地域の特徴ある活動をその地域のﾛ

ｰﾀﾘｱﾝが共有することにあると思われますし、｢The 

Rotarian｣のいくつかの記事を全ての地域雑誌に掲載

していることは、全世界のﾛｰﾀﾘｱﾝが共通して知って

おかねばならない情報があるという事です。 

ﾛｰﾀﾘｰの友の記事は縦組み横組みかの議論は創刊

当時からあり、横組みに決まったのですが、記事の中

には俳句や和歌、川柳の縦組みでなければ都合の

悪いものもあり、1972年に表裏両面に表紙がある現

在の構成になりました。横組みは主に RIの情報を記

事にしており、縦組みは日本のﾛｰﾀﾘｰに関するものと

なっているようです。 

ﾛｰﾀﾘｰの友の購読は、ﾛｰﾀﾘｱﾝの三大義務である｢例

会の出席｣｢会費の納入｣｢ﾛｰﾀﾘｰ雑誌の購読」の1つ

であります。会員としての義務規定の多くは、ﾛｰﾀﾘｰ

活動に全面的に参加し、その体験を楽しむことを目的

に定められています。私たちがﾛｰﾀﾘｰから何を得るの

かはﾛｰﾀﾘｰで何をしたかにかかっているかだと思いま

す。幅広い奉仕をするために近郊のｸﾗﾌﾞや2700地区

のことばかりではなく、世界中のｸﾗﾌﾞやﾛｰﾀﾘｱﾝのこと

を知らなければなりません。しかし、世界の各地に出

かけて多くのﾛｰﾀﾘｱﾝに会いいろいろな活動を見るこ

とはそうは簡単にできることではありません。「ﾛｰﾀﾘｰ

の友」などの雑誌から情報を入手して、それを実際の

活動に生かして欲しいと思います。 

そのような思いが「ﾛｰﾀﾘｰの友」に込められているよう

であります。 

さて、｢ﾛｰﾀﾘｰの友の購読」の「購」は、各ｸﾗﾌﾞで100%

ですが、「読」はいかがでしょうか？この「ﾛｰﾀﾘｰの友

月間」を再認識して頂き、今後も、読まれざるﾍﾞｽﾄｾﾗ

ｰでは無く、読まれるﾍﾞｽﾄｾﾗｰへと変身できればよろし

いと思います。 



 

苅田町社会福祉協議会  福山直樹 事務局長 

誰もが暮らしやすい地域づくりをめざして“つ

ながり”と“お互い様”をひろげる 

社会福祉協議会は、

地域でみんなが支え

合う福祉活動をすす

めています。さまざま

な福祉活動を住民主

体ですすめ、みんな

が支え合い一人ひとり

が輝ける地域づくりを

めざしています。 

“お互い様”の支え合いを広げています～見守

り支援活動 

笑顔が生まれる交流の場をつくっています～ふ

れあい・いきいきサロン ＊苅田町には【虹の会】 

地域の「困った！」を解決するサービスを開発

します～住民主体の生活支援サービス 

まちづくりをすすめる住民の組織をサポート 

当事者・家族の仲間づくりを支援しています 

 制度によるサービスだけでは支えきれない福祉ニ

ーズに応えて、さまざまな生活支援サービスを住民参

加で開発し、地域に広げています。例えば電球を変

える・草取りなど、会員制をとり有償で家事援助や介

護、保育、買い物支援などを提供してもらう。 

高齢化・単身（孤立）化・貧困化のような深刻な社会

情勢として、複合多問題や制度の狭間の問題、また、

支援拒否問題等、既存の社会福祉の制度やサービス

を前提としてはやっていけない時代となっています。 

介護保険制度の中に「要介護」と「要支援」がありま

す。現在要支援について廃止・変更が検討されてい

ます。要支援の方がよく利用されているディーケアが

介護保険で利用出来なくなるのではないかといわれ

ています。そして、要支援の方については、各市町村

が主体となって支援を行うこととなっていくと考えられ

ています。そのためにも地域の人が支えあい地域のコ

ミニティーを活性化する必要があると思います。 

社会福祉協議会は、民間の非営利組織としての自

主性とさまざまな分野の関係者、地域住民に支えられ

た公共性という二つの側面を併せ持った組織です。 

幹事報告  

幹事    高城 直紀 

・ロータリー財団に鈴木 Rが 1,000＄寄付をしました。 

・「赤い羽根」の募金依頼が苅田町社会福祉協議会よ

り届いています。 

・例会終了後、40周年の DVDの視聴をいたしますの

で、お時間の許す方は、残って下さい。 

・10月 6日は、夜間例会となっていますのでお間違え

のないように。 

委員会報告  

社会奉仕委員長  長江 三郎 

 10月 16日白石海岸清掃をいたし

ます。時間は、9：00～13：00迄 現

地集合となっています。全会員の

皆さん参加ご協力宜しくお願いしま

す。 

親睦活動委員長  丸山 謙一 

 11月 12日 親睦旅行を予定してい

ます。行先は、熊本・大分。 宿泊先

は、別府湾ロイヤルホテルです。11

月１２/13 日 スケジュールを空けて

おいて下さい。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 32名  9月 29日 出席者 26名 修正出席率 81％ 

メークアップ 10月 6日 豊前 RC 松田 R 

お客様 

地区拡大・会員増強委員の森幸太朗（遠賀 RC）様

の紹介で、税理士の宮崎芳樹様。また、整骨院をされ

ています松本聡さんもクラブ会員の紹介によりオブザ

ーバーで例会に参加されました。 

  宮崎さんと森幸太朗 R 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

森 幸太郎（遠賀 RC） 本日はお世話になります。宮崎芳樹さんを苅田 RCの会員候補として推薦したく

同行しました。皆さん宜しくお願いします。 

 

國永 修一  メーキャップ、オブザーバー皆さんの参加有難うございました。 

桧槙 敬   社会協議会の福山さんのお話し 有難うございました。 

壁屋 好惠  社協の福山局長様、卓話有難うございました。 

鈴木 公利  本日は、森（遠賀 RC）さん、宮崎さん、ご来訪有難うございました。 

片岡 孝市  福山さん 卓話有難うございます。 

松田 博文  9月 15日の観月会、会員の熱意によりきれいな月を見ることが出来ました。団子もとて

もおいしかったです。 

杉坂 正徳  こころ整骨院の松本先生、今日は有難うございました。 

矢野 強   福山さん、本日は卓話を頂き有難うございました。 

高城 雅春  宮崎さんにお会いできました。 

丸山 謙一  阿蘇登山道路がひとつ開通しましたので、さっそく行ってきました。カルデラ内では根

子岳のみ登山が可能です。 

 

集計 21,000円       累計 225,000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  10月 7日→8日（土） ＥＭだんご作り 

行 橋 Ｒ Ｃ  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 

 

 

 

              

              社会奉仕委員長  長江 三郎 

      参加者 ロータリアンと家族 

          苅工 IAC先生/生徒 22名 

      日 時 平成28年10月16日（日曜日）  

          9：00～13：00 

             海岸清掃⇒例会⇒昼食 

           ※雨天の場合は、別会場で例会 

                

             2016年 10月 6日  

             白石海岸 

             清掃頑張りましょう！ 

          


