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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』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            卓話  

                   

 

例会予定 

2月 9日（木） R情報委員会 杉坂 R  駐車場× 

2月 16日（木） 国際奉仕委員会 田辺 R 駐車場〇 

2月 23日（木） プログラム委員会 原 R 駐車場× 

3月 2日（木） 新会員の卓話（松本 R・中川 R） 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

石田之茂 地区社会奉仕委員 

 

■地区・第１G・行事予定 

2月 8日（水） 第一グループ会長幹事会 18：30～ 

2月 11日（土） IAC 6校合同例会 敬愛高等学校 

2月 16日（木） ガバナー補佐・地区チーム研修 

3月 11日（土） IM＆6クラブ合同例会 田川 RC 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

 

■ＩＡＣ例会   

2月 23日（木） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

本日のプログラム <第 1938回 例会> 

      クラブ協議会 

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


＜第 1937回 例会記録 ＜2017年 1月 26日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

例会について 

 

 2016年の規定審議会で、ロータ

リークラブ例会の運営方法に関す

る変更が決議されました。 

 例会の曜日と時間を自由に

決定する  

 必要に応じて例会を変更または中止する  

 奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」と

みなす  

 直接顔を合わせる例会、オンラインでの例会、

その両方を交互に行う例会、あるいは両方の方

法を同時に用いる例会（例：直接顔を合わせる

例会にオンライン［ビデオチャットなど］で参加

する）のいずれかを選ぶ  

 出席要件、または出席要件を満たさなかった会

員の終結に関する方針を緩める  

クラブは、少なくとも月に２回、何らかの方法で

例会を行う限り、例会頻度を減らすことができるよう

になりました。ロータリーが単なる寄付団体、慈善

団体、ボランテイア団体ならば毎週例会に出席する

必要はないでしょう。月に一回でも、2 ヶ月に一回

でも、極端にいえば一度も例会に出なくても寄付さ

えしておけばいいかもしれません。しかし、ロータリ

ー運動は倫理運動であり人の心を重視する優れた

精神的奉仕を目的として追及する団体ですから、倫

理を提唱していく為には、先ず、ロータリーアン自身

が心を磨かなければなりません。 

毎週一回例会へ出席して親睦を重ね、他のロータ

リーアンの良質な言動に接して自己改善を重ね、奉

仕の心を譲成しそれを実践するよう自己研鑽すると

ころが例会であります。クリスチャンが毎週一回教会

に行って心を磨くようにロータリーアンもロータリー

の心を形成して行く場所が例会であります。従って、

ロータリーアンとして奉仕の実践の第一歩は例会出

席であります。 

米山梅吉さんが「ロータリーの例会は人生の道場

である」と述べられる由縁です。親睦活動は大事な

ことです。ただ、親睦活動だけに終わり、単なる「仲

良しクラブ」となってはいけません。楽しい親睦活

動の中に自己改善の要素と社会改良のエネルギー

を持っているのが「ロータリーの親睦」であります。 

伊丹ＲＣの深川純一さんという方が例会につい

て、次のような例え話をしてくれています。 

「昔、スイスの片田舎にお婆さんが住んでいました。

お婆さんは笊に羊の毛を入れて、小川で洗っていま

した。そこに神父さんが通りかかり『お婆さんは毎

週教会に来て私の説教を聴いているので、さぞ物知

りになられたでしょうね』と尋ねました。お婆さんは

『聴いてもすぐに忘れてしまうので、何も残っていま

せん。然し、私はそれで良いと思っています。神父

さん、笊の中を見て下さい。水は入っては流れ、入

っては流れていますが笊の中の羊の毛はこんなに

綺麗になって行きます。私は神父さんの話を聞いて

は忘れ、聴いては忘れていますが、私の心は少しは

綺麗になって行くと思います』と答えたそうです。 

「ロータリーの親睦」と「例会出席の意義」を噛

み締め、この老婆のように、焦らず、楽しいロータ

リーライフを送れたらと思います。 

幹事報告    高城 直紀 

・3月 11日 IM・6クラブ合同例会（香春町民セン

ター）・4月 16日 2700地区、地区大会が福岡国際

会議場で開催されます。参加よろしくお願いします。 

お客様 

行橋みやこ RCの皆さん 

・石田之茂 R・長尾浩央 R・松井明男 R・原田和

博 R・事務局員の中村さん 

 

委員会報告  

出席委員会委員長   高城 雅春 

（会員数 34名） 

1月 26日 出席者名 出席率 74％ （会員数 34名） 

メークアップ  

１/26 IAC例会 松本 R・屏 R・壁屋 R・松田 R・高橋 R 

1/28 R財団 田辺 R・桧槙 R・片岡 R 
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職業分類：料理店 

推薦者：杉坂 正徳 

入会日：2017．2．1 

 

 卓話  

 

ロータリーにおける社会奉仕概念の流れ 

①初期ロータリーの思考 

1905年 2月、このシカゴの街の中で心から何

でも相談できる。また、語り合える友人が居たら

どんなに素晴らしいことだろう。そういう発想か

らロータリーは生まれました。           

お互いの商売を利用して金儲けにそれを利用した

らどうか、自分で掻けない自分の背中を、お互い

が車座になって掻き合おうという、ロータリー創

立の大きな目的は会員同士の物質的相互扶助でし

た。                    

ロータリーアン同士の物質的相互扶助に基づく企

業経営は、ロータリアンに大きな収益をもたらし、

事業は発展していきました。 

②最初の社会奉仕活動 

1907年ポール・ハリスは、ループ地区（シカ

ゴ中心部）の通行人が公衆便所がないために不便

な思いをしているという話を聞きこみ、早速、２

５の市民団体の代表を集め、連合公衆便所建設委

員会を設立して、行政に働きかけますが、既に施

設内にトイレを持っているシカゴ醸造組合と百貨

店組合から激しい妨害を受けます。当時、顧客用

のトイレは、百貨店かバーしかなく、女性は化粧

品を買うことと引き換えに百貨店のトイレを借り、

男性はビールを一杯飲んで、バーのトイレを借り

なければなりませんでした。交渉は長引き 2年の

歳月が掛かってしまいましたが、最終的には建設

用地と 20,000ドルの補助金を市当局から受け取

ることに成功し、1909年に市役所と公共図書館

の横に二つの公衆便所を設置することが出来まし

た。 

対社会的な奉仕概念の導入 

 

1906年 4月に、ドナルド・カーターに物質的相

互扶助の特典を説明して、シカゴ・クラブへ入会

を薦める。彼は利己的な組織には永続性がない、

ロータリークラブとして生き残り、発展すること

を望むならば我々の存在を正当化するために何ご

とかをしなければならないと提言する。 

 

決議２３－３４ 第４条 

実践哲学 

奉仕するものは行動しなければならない 

団体奉仕活動の条件 

・毎年一つの新しいプログラム 

・単年度で終了するもの 

・地域社会が必要とするもの 

・クラブ全員の協力が得られるもの 

決議２３－３４ 第 6条 

社会奉仕活動の指針 

・他の機関と重複した活動は避ける 

・大規模な奉仕活動は、他に適切な組織がない場

合のみに限ること 

・宣伝目的の活動禁止 

・奉仕活動の実践は個人奉仕を原則とする 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

石田之茂（行橋みやこ RC） 本日は貴重な時間を戴きありがとうございました。 

長尾浩央（行橋みやこ RC） 10年前にローターアクトとして以来の訪問です。今後とも宜しくお願いします。 

國永 修一  角﨑さん入会おめでとうございます。石田さんをはじめ行橋みやこ RCの皆さん有難うご

ざいました。 

高城 直紀  角﨑さん入会おめでとうございます。 

鈴木 公利  角﨑さん入会おめでとうございます。上京して文化団体のパーティーに娘と出席しまし

た。東京西 RCの皆さんと親しくさせて頂きました。 

杉坂 正徳  角﨑さん入会おめでとうございます。奉仕活動を一緒に頑張りましょう。 

丸山 謙一  角﨑さん入会おめでとうございます。今後会員割引でお願いします。 

片岡 孝市  角﨑さん入会ありがとうございました。 

壁屋 好惠  角﨑さんご入会おめでとうございます。 

高城 雅春  石田さん卓話有難うございました。 

長江 三郎  石田地区社会奉仕委員長、卓話ありがとう。 

原  公克  行橋みやこクラブ石田様、卓話有難うございました。 

原田 雄幸  角﨑さん入会おめでとうございます。早退します。 

井手口貞治  初 SAA！！ 有難うございました。 

屏  正隆  角﨑さん、ご入会おめでとうございます。一緒に奉仕の心を高めていきましょう。 

松本 聡   先週の例会急遽欠席となり申訳ありませんでした。角﨑さん入会おめでとうございます。 

 

※1月 5日新年会にて苅田工業高校の先生方より祝儀を頂きました。 

 

集計 35,000円      累計 459,340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 

 

近隣クラブ例会変更 

行 橋 Ｒ Ｃ  2月 14日→夜間移動例会「バレンタイン」 

豊  前  西  Ｒ  Ｃ  2月１７日→夜間移動例会「観梅会」 

 

国際ロータリー第２７００地区第１グループ 

2016～17年度 インターシティーミーティング 

「ロータリーの原点を理解し、魅力湧く奉仕活動を！」 

とき/2017年 3月 11日（土） ところ/香春町町民センター 

 

■インターシティーミーティング 

   13:00～14:00 登録受付 

   14:00～14:30 開会点鍾 

   14:30～16:00 【第一部】 パネルディスカッション 

       ①「ポールハリスの発信した言葉のまこととは」 

       ②「ロータリアンの魅力ある奉仕活動とは」 

   

   16:10～17:10 【第二部】 基調講演 

     「過去から現代そして未来のロータリークラブとは？」 

   17:15～17:30 ガバナー所感  閉会点鍾 

 

■6クラブ合同例会 

   17:40～18:00  

 

■懇親会 

   18:00～19:20 


