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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』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  2017－2018年度 

 

例会予定 

 

12月Ⅰ5日（木）  移動夜間例会 18；30～      

家族親睦会 エルフィン 

12月 22日→25日 チャリティ餅つき大会 

           サンリブ エル 苅田 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

理事の皆さん 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

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 1931回 例会> 

       職場訪問 

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


＜第 1930回 例会記録 ＜2016年 12月 1日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

親睦と奉仕について 

しばしば、ロータリーでは親睦を図ることが、ロ

ータリー運動のすべてであるかのように誤解され、

また、ゆるぎない親睦こそがロータリーが存続する

絶対条件だと考えるクラブもあるようです。親睦は

ロータリー運動そのものではなく、ロータリーとい

う植物が根をはり、成長するための必要なそして最

上の土壌に過ぎないものであります。 

ロータリーでいう「親睦」は、世間一般の余興や

遊びを通じた親睦ではありません。Felloshipを「親

睦」と訳したことに問題があるのでしょうが、友情

とか友愛の方が理解し易いとの事であります。ロー

タリーでいう「親睦」とは、ロータリークラブが存

続していく上で欠かすことの出来ない必要条件とな

る、ロータリアン個人個人の心が結合した状態を指

す概念であり、余興や慰労会的なものではないので

す。RIの推奨クラブ細則には親睦委員会（Fellowship 

Committee）とは別に余興委員会（Entertainment 

Committee）が設けられ親睦と親睦活動の違いが定義

づけられています。「親睦」は、ロータリー運動を

成立させるための必要条件であり、「親睦活動」は

クラブ奉仕の一部分であるとのことです。 

「入りて学び、出でて奉仕せよ」というロータリ

ーの言葉があります。世の中のあらゆる有用な職業

人が、週一回の例会に集い、例会の場で職業上の発

想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業の

永続性を学び、友情を深め、自己改善を計り、その

結果として「奉仕」の心が育まれてくるのです。こ

の例会における一連の活動のことをロータリーでの

「親睦」と呼ぶのです。例会での親睦により高めら

れた奉仕の心を持って、それぞれの家庭、職場、地

域社会に帰り、奉仕活動を実践する。これが理想と

されるロータリーライフです。 

ロータリーでいう「奉仕」も世間一般に蔓延する

「出欠大奉仕」「勤労奉仕」などではありませんし、

ボランティアやチャリティでもありません。これも

Serviceを「奉仕」と訳したことによる誤解が一人歩

きしているものと思われます。ロータリーでいう

Serviceを一言で言うのは難しいようです。これを最

初に導入したのはシカゴロータリークラブのアーサ

ー・フレデリック・シェルドンです。 

シェルドンは、「自分の幸せは自分の周りの人の

幸せと無関係ではない。良質の職業人となり、自分

の職業と関係を持つすべての人々に幸せをもたらす

こと。この心を持って仕事をすれば必ず最高の利益

を得られる。これを実践し、業界全体の倫理基準を

高める」という、職業奉仕理念に基づいた日常の職

業生活を、ロータリーの「奉仕」と定義しています。

職業奉仕は周囲の人々に恩恵をもたらしますが、結

果としてロータリアン自身も恩恵を受けるものであ

ります。 

それに引き換え社会奉仕、国際奉仕における「奉

仕」はボランティアに近い意味合いの Serviceであ

り、その受益者はロータリアン以外の人になります。

ロータリーにおけるこれは、実践面で「個人奉仕の

原則」「団体的金銭的永続的奉仕の禁止」などの制

約がありましたが、現在はこれも変化してきている

ようであります。ロータリーのこれらの奉仕は、受

益者の立場に立ち、その自助努力を助けるためのボ

ランティアとしての援助に限定されるべきものでは

ないでしょうか？クラブ奉仕、青少年奉仕もロータ

リーでいう奉仕とは意味合いが違うように思われ、

他の奉仕の語呂合わせ的に名づけられた感が強く感

じます。 

米山梅吉は、Serviceと日本語の「奉仕」に微妙な

差を感じていたようで、ポール・ハリスの書いた「ロ

ータリーの理想と友愛」の訳本では、Serviceを「奉

仕」と訳さず、「サーヴィス」とそのまま記載して

います。ロータリーの奉仕哲学は、奉仕の心を形成

するための自己改善の努力は、クラブ例会を通じて

行われるもので、その過程で生まれるものが「親睦」

です。例会で培った奉仕の心を実践するのはロータ

リアン個人個人であり、その受益者は原則として地

域社会全体の人々であります。 

ロータリーの「親睦」「奉仕」は世間一般のそれ

とは、同名異質のものであることを留意する必要が

あります。「ロータリー精神は親睦と奉仕の調和

の中に宿る」親睦と奉仕は、相反関係にあるのでは

なく、相互の支えあいながら回転する二枚の歯車で

あると考えねばならないといわれております。 

 



幹事報告    高城 直紀 

・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。 

 

委員会報告  

職業奉仕委員会  福田 洋司 

12月 8日（木）職業奉仕委員会：職場例会『苅

田町議会の見学』を行います。例会場は、三原文

化会館、移動例会となります。 

親睦活動委員長  丸山 謙一 

・親睦旅行の決算書と 15日家族親睦会の式次第を

配布しています。家族親睦会、会員の服装はブレ

ザー着用、エンブレムなし、ネクタイ自由です。

送迎バス時間表は 12月 8日例会時に配布します。

また、家族参加の方は、プレゼントを 12月 7日ま

でに事務所にもってきてください。 

  社会奉仕委員長  長江 三郎 

・チャリティ餅つき大会は、12月 25日（日）に

開催致します。前日洗米や餡子などの準備をいた

します。また、餅の事前予約を行なっていますの

でよろしくお願いします。 

出席委員会委員長   高城 雅春 

（会員数 34名） 

12月 1日 出席者 32名 修正出席率 94％ 

・メークアップ   

12月 8日 地区増強委員会 鈴木 R 

 

◎12月度 お誕生日 

 

 

 

 

          

矢野強 R 幾田誠泰 R 

 

 

候補者指名委員長  長江 三郎 

候補者指名委員は、國永会長・高城幹事・杉

坂直前会長・鈴木会長エ

レクト・原副幹事・壁屋

パスト会長・長江パスト

会長の 7名で、クラブ細

則に則り次年度の理事を

選任しました。 

 

2017－2018年度 理事 

会長：鈴木公利 幹事：原公克 SAA:井手口貞治 

理事：片岡孝市・原田雄幸・桧槙敬 

高城直紀・高橋功吉 

※次年度、理事一同頑張っていきますのでご協力

よろしくお願いします。 

 

              

           中川 賢二       
（なかがわ けんじ） 

            職業分類：看板業 

            推薦者：松田 博文 R 

            入会日：2016.12.1 

 

◎ポール・ハリスフェロー 

                 國永 修一 R 

 

 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  中川さん入会おめでとうございます。桧槙さん・片岡さん昨夜はお世話になりました。 

高城 直紀  会長がポールハリスに寄付したのでニコニコします。 

長江 三郎  2017－2018年度 役員が決まって！ 

丸山 謙一  楽しい炉辺会合でした。 

鈴木 公利  社会奉仕・親睦活動各委員会お疲れ様でした。懇親会も楽しく過ごさせて頂きました。 

幾田 誠泰  誕生日プレゼント有難うございます。炉辺会合お疲れ様でした。桧槙さん、片岡さん昨

夜は有難うございます。 

原田 雄幸  来年度よろしくお願いします。 

矢野 強   誕生お祝いを頂き有難うございました。後期高齢者になりました。 

松田 博文  中川君、入会おめでとうございます。 

壁屋 好惠  中川さん、入会おめでとうございます。 

片岡 孝市  中川さん、入会おめでとうございます。 

杉坂 正徳  初めて大相撲観戦に行きました。入門当時から応援している佐藤関が十両優勝してくれ

ました。 

桧槙 敬   何もないけどニコニコします。 

官見 敦司  早退します。 

竹部 武男  娘から LINEがありました。 

屏 正隆   中川さん、ご入会おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。 

田辺 浩爾  中川会員、入会おめでとうございます。高城出席委員長 90％越えおめでとうございます。 

 

集計 45,000円       累計 381,000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 

第 2回 苅田 RC國永会長杯ゴルフコンペ 

平成 28年 12月 4日（日） 雨 

厚狭ゴルフ倶楽部 

⛳ 優勝：高城 直紀 R・準優勝：矢野 強 R 


