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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』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

むつみ会 

 

例会予定 

 

12月  8日（木） 移動例会 三原文化会館 12：30～  

苅田町議傍聴 13：00～ 

12月Ⅰ5日（木）  移動夜間例会 18；30～      

家族親睦会 エルフィン 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

源さんにて   2016.11.24. 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

12月 7日（水） 第一グループ会長幹事会 

12月 9日（金） 広報実践セミナー 

12月 21日（水） 12月理事会忘年会 

■ＩＡＣ例会   

12月 7日（水） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

 本日のプログラム <第 1930回 例会> 

       クラブ協議会 

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


＜第 1929回 例会記録 ＜2016年 11月 24日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

ロータリーとライオンズ 

 どちらの公式サイトにも、他方への言及はあ

りません。一般に知られているところの両者の

違いを概観すると、両者の違いは、実務面では

殆ど相違がないようです。 

あえて言うと、RCは、ご存知のように1905年

シカゴでポール・ハリスによって設立され、職

業倫理の高揚を学び一人一人の職業を通じて社

会に如何に奉仕するかと言う職業奉仕を重点に、

I Serveを理念とした団体です。 

これに対して、LCは1917年アメリカのダラス

で元ロータリークラブ会員だったメルビン・ジ

ョーンズの提唱により誕生した社会奉仕を重点

に、We Serve（我々は奉仕する）を理念とした

団体です。しかし、RCの活動でも、We Serveの

活動は多く見られます 

 

その他、違いのひとつに奉仕活動の取り組み

方の違いがあります。LCが奉仕活動を行う時に

は（We Serve）。すなわちクラブ全体でまとま

って一つの事業に基金を拠出し、原則として個

人個人では奉仕しません。RCは、全員がまとま

って行う奉仕活動も沢山ありますが、基本的に

は「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。す

なわち、（I Serve）「自己の責任と判断におい

て、自分の職業を通して、社会に、世界に奉仕

しよう」という考え方が基本となっています。 

 

その他にも 

・設立時の目的の違いLCは奉仕活動＆親睦に対

し、RCは互恵主義で外部への奉仕は後から追

加（シカゴRCの1906年に追加） 

・例会の回数 RCは原則毎週1回の昼食会、 LC

は月2回で例会は夜。 

・アメリカでは、RC会員には共和党支持者が多

く、LC会員には民主党支持者が多い。 

LCは猛獣のライオンからの由来ではありませ

ん。スローガンである、「Liberty，Intelligence，

Our Nation’s Safety（自由を守り、知性を重

んじ、われわれの国の安全を図る）」の頭文字

をとったもので、偉大な行為、高い理想を象徴

しているとの事であります。 

LCの創立者メルビン･ジョーンズは元々RCの

会員でしたが、RC内で会の運営にあたって意見

が分かれた時、メルビン･ジョーンズは「奉仕活

動に費用が発生するのは当然。ある程度の支出

は仕方がない」が持論でしたが、これに対して

「RCは職業を通じての奉仕を理念としている。

お金はかけるべきではない」との意見が大勢を

占めたことから、メルビン･ジョーンズはRCを離

れ、LCを設立し、寄付･寄贈を中心とした奉仕活

動を展開したとのことです。 

確かにLCはお金をかけた活動をしている、と

のイメージがあります。地域の主だった場所に

は○○ライオンズクラブ寄贈と銘打ったモニュ

メントや看板･横断幕が目を引きます。これに対

してRCは街中でもなかなか○○ロータリークラ

ブというモノには巡りあえません。LCは

Donation（寄付･寄贈）を重んじる、というイメ

ージが先行しているのは確かでしょう。 

職業奉仕についてもRCだけの金看板のように

我々は思いますが、LCにも「ライオンズ道徳綱

領」があり、職業奉仕の理念を持っている奉仕

団体であることを忘れてはならないようです。 

結局のところ、両者ともに奉仕団体であるこ

とに違いはなく、それぞれの会員が我がクラブ

にプライドを持って奉仕活動を行うことに尽き

るのではないでしょうか？ 

幹事報告    高城 直紀 

・本日 18：30～ 源さんにてむつみ会を開催します。 

・11月 30日 親睦活動委員会と社会奉仕委員会の炉

辺会合を 18：30～ 三原文化会館で開催します。 

・例会終了後理事会をいたしますので理事の皆さん

は残って下さい。 

 



 

米山奨学会・ロータリー財団委員長  矢野 強 

財団の使命は“ロ

ータリアンが劣悪な

環境におかれている

人々の健康状態を改

善し、教育への支援

を高め貧困を救済す

ることを通じて世界

理解、親善、平和を達成できるようにすること

である。”と手続き要覧にあります。この理念

のもとに RIは活動しています。 

財団といえばポリオ撲滅の行動がすぐに思い

浮かぶと思います。この取り組みは１９７９年

（S54年）フィリッピンの子供たちへの予防接

種から始まったわけですが当時ポリオ感染症の

国は 125か国にわたり 35万人くらいの患者がい

たそうですが現在では 3か国 27人まで追い込ん

だということです。この活動にはビルゲイツ財

団も金銭面で応援していまして RIに集まった

ロータリアンの皆さまの寄付金の二倍を拠出す

る約束をしているようです。 

それから皆さんが拠出された寄付金を我々が

どのように使うことが出来るかということです

が、私はこれがどうもわかりづらかった。この

ことは実務として ICSで経験されている桧槙さ

ん・片岡さんが詳しいと思います。もし間違っ

ていたらすぐに指摘してください。皆さんが寄

付していただいたお金は自分たちで使えるとい

うことです。寄付金の半分は三年後には地区に

戻りそのお金は各クラブが財団の使命に合った

活動を立ち上げ地区に申請すれば活動ができる

ということです。だから利用すればお金は出し

っぱなしではないということです。地区も各ク

ラブからの申請を望んでいます。この寄付金と

活動に関係することにグローバル補助金とマッ

チング・グランドとがあります。 

 

委員会報告  

親睦活動委員長  丸山 謙一 

・12月 15日クリスマス家族

会を開催します。12月 7日ま

でにプレゼントを事務所迄

持ってきてください。（持参

されるプレゼントの数は、会員以

外参加される人数分となります） 

・1月 7日の例会は、行橋『一

椿』にて新年会を予定してい

ます。 

  クラブ奉仕委員長  鈴木 公利 

・次年度、第一グループの IMは、2018年 2月 3

日（土曜日）に決まりました。 

出席委員会委員長   高城 雅春 

11月 24日 出席者 27名 修正出席率 82％（会員数 34名） 

・メークアップ   

11月 26日 社会奉仕委員会 福田 R 

11月 29日 行橋 RC 屏 R 

☆お客様  中川 賢二 様（12月入会予定） 

       

 

 

 

 

むつみ会  “源さん” 

奥様方には日頃お世話になっています^_^;感謝！感謝！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  寒くなりました。風邪に気をつけましょう！ 

高城 直紀  不法投棄の片付けを寒い中頑張っているのでニコニコします。 

鈴木 公利  東京に出張を兼ね里帰りしました。食欲の秋、芸術の秋を満喫してきました。 

丸山 謙一  ４５年ぶり、名酒で有名な天山に登りました。伊万里の地魚最高に美味でした。 

松田 博文  中川賢二様 １２月御入会有難うございます。 

原  公克  矢野委員長、卓話有難うございました。 

前田 頴子  早退します。申訳ありません。 

      ※理事会のおつり ニコニコします。 

 

集計 10,000円       累計 336,000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  12月 21日→22日 クリスマス家族例会 

               18：30～  京都ホテル 

             12月 28日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  12月 20日→忘年クリスマス例会 

18：30～  京都ホテル 

12月 27日→休会 

豊   前  Ｒ Ｃ  12月 22日→歳末家族会 

               18：30～  築上館 

田 川 Ｒ Ｃ  12月 14日→年末家族会 

               18：30～ ザ・ブリティッシュヒルズ新館 

             12月 28日→休会 

豊  前  西  Ｒ  Ｃ  12月 16日→12月 17日 

10：00～  ふれあい餅つき 

              12月 23日→休会 

12月 30日→休会    

 

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 

 

チャリティ餅つき大会開催のご案内 

準 備 

日 時  平成 28年 12月 24日（土） 13：00集合 

場 所  松竜ビル西側駐車場 

作 業  洗米及び仕込み等 

大会当日 

日 時  平成 28年 12月 25日（日） 08：00集合 

場 所  サンリブ エル苅田（店内入口付近） 

内 容  08：00 集合、会場設営 

     09：00 餅つき開始 

     13：00 終了予定（例会、片付け） 

その他  

※雨天の場合 餅つきを松竜ビル西側駐車場で行いま

す。（販売はサンリブ エル苅田） 

※服 装   ロータリージャンバー着用 

※注意事項  車は必ず屋上駐車場にとめて下さい。 

☆お知らせ☆  

苅田ロータリー事務所 12月＆年始年末お休み 

     12月 5日（月） 

     12月 28日（水）～2017年 1月 4日（水） 


