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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 

2月 23日（木） プログラム委員会 原 R 駐車場× 

3月 2日（木） 卓話（松本 R・中川 R  駐車場〇 

3月 9日→11日 IM・6クラブ合同例会 田川 RC 

3月 16日（木） ICS委員長 片岡 R   駐車場〇 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報委員長 杉坂 R 

 

■地区・第１G・行事予定 

2月 16日（木） ガバナー補佐・地区チーム研修 

        2月度理事会 18:30～ 三原文化会館 

3月 11日（土） IM＆6クラブ合同例会 田川 RC 

3月 18日（土） 会長エレクト研修セミナー 

4月 8日（土） 地区研修 協議会 

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 1940回 例会> 

   国際奉仕委員会 田辺浩爾委員長 

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


＜第 1939回 例会記録 ＜2017年 2月 9日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

六曜の読み方と由来 

●先勝（せんしょう・さきかち）

●友引（ともびき・ゆういん）

●先負（せんぷ・さきまけ） 

●仏滅（ぶつめつ）     

●大安（たいあん・だいあん）

●赤口（しゃっこう・しゃっく・せきぐち） の

6つのことを六曜といいます。 

1日ごとに順番で巡ってきて、その日の吉凶や

運勢が定められています。正確なことはわかって

いませんが、六曜は中国で生まれた思想で、日本

には鎌倉時代から室町時代にかけて伝来したとい

われています 

江戸時代（1603年～1868年）の末期ごろから、

庶民の間でもその日の吉凶や運勢を知るために用

いられるようになりました。明治時代（1868年～

1912年）には迷信であるとして政府が一切禁止に

してしまいます。しかし、必要という要望もあっ

たことから完全に廃止することはできず、現在に

至りますが、六曜は根拠のない迷信であり、無用

な混乱を避けるなどの理由から、公共機関が作成

するカレンダーでは使用せず、掲載を取りやめる

よう行政指導を行っている機関もあります。 

●先勝 「先んずれば即ち勝つ」＝「何事も急ぐ

ことが良い」という意味があります。午前中は吉

とされ、14時～18時は凶です。 

●友引 「凶事に友を引く」という意味がありま

す。しかしもともとは「勝負なき日と知るべし」

といわれ、勝負事で何事も引き分けになる日とい

われていました。友引は、大安に続いて吉日とい

われています。昼は凶ですが、午前中と夕方～夜

は吉なので、昼を避ければ良いそうです。また、

「友を引く」「冥土（めいど・死後の世界、あの

世）に友を引き連れていく」と考えられ、葬儀や

仏事は避けた方が良いとされています。友を引く

と言うことで、めでたいことが続く、また友達を

引き寄せるということで、結婚式には良い日とさ

れています。 

●先負 「先んずれば即ち負ける」＝「何事も急

ぐと負ける」という意味があります。先勝と正反

対の意味です。何事も急がず、慌てず、騒がず、

控えめに過ごすことが吉とされている日です。午

前中は凶、午後は大吉となっているので、用事が

あるのなら午後からが良いといわれています。 

●仏滅 「仏も滅するような大凶の日」という意

味があります。六曜の中で最も凶の日です。何を

しても悪い日で、特に婚礼などのお祝いごとは避

ける習慣があります。また、仏滅＝物滅として、

それまでの物事が滅び、新しく始まるという解釈

もあり、大安よりも結婚や引っ越しには最適の日

だと考えることもあるそうです。 

●大安 「大いに安し」という意味があります。

六曜の中で最も吉の日です。一日中吉で、婚礼、

旅行、建築、開店、引っ越しなど、すべてのこと

に吉となっています。新しいことを始めるにも良

い日とされています。 

●赤口 「万事に用いない悪日」という意味があ

ります。11時～13時のみ吉とされ、それ以外は凶

です。「赤」という字が火や刃物を連想させるこ

とから、注意が必要な日とされています。 

六曜にはそれぞれ意味があります。しかし、そ

の由来は定かではなく、迷信と片付けることも出

来そうです。「仏滅」という言葉から「仏様と関

係があるのかな？」とも思いましたが、お寺とは

一切関係がなく、お釈迦さまは占いを禁じていら

っしゃるのだそうです。結婚式で大安を選ぶ人が

多いから「神社と関係が？」とも思いましたが、

神社とは一切関係がないそうで、神事の日を選ぶ

のに六曜を用いることはないそうです。 

迷信といわれればそれまでですし、確かなこと

はわかりませんが、江戸時代から現在まで続いて

いる習慣のひとつと考えればいいのではないでし

ょうか。 

 

 



卓話     

ロータリー情報委員長   杉坂 正徳 

ＲＩの基本方針を自己解釈すると 

地域での信頼、認識を気付いて頂く奉仕活動 

１．地域が今求める事に応える奉仕活動に取り組む 

２．地域で多くの人々に苅田ロータリークラブを認

識して頂き、こころよくご理解ご協力して頂け

るクラブにする。 

３．地域活動の分担 

・子供達に向けての奉仕活動（スポーツ、文化を通

じて成長に役立つ奉仕等） 

・高齢者に向けての奉仕活動（1人暮らしのお手伝

い、レクレーション開催等） 

・地域生活に向けての奉仕活動（清掃活動、防犯活

動、イベント開催等） 

 

会員増強、退会防止 

地域で信頼、認識が出来たうえで入会者の増員 

会員ひとり一人が積極的に推薦者をあげる 

新会員に対して入会後 1年程度は既存会員 1，2名

に担当して頂いてお世話してもらう。 

みんなが楽しく参加出来るクラブに努力する。 

 

国際奉仕を活発、積極に出来るクラブ 

水開発（発展途上国）に関わる活動（浄水器、ボー

リング） 

教育的奉仕（学校開設、教材支援） 

健康支援（医療器具、食物等） 

国際奉仕は国が違うが故の壁があり、単年度で達す

るのに困難と思えます、複数年後の計画を立てて全

会員が本当に理解して取り組まないといけない奉仕

活動と思います。 

国際ロータリー定款 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的

には、次の各項を奨励することにある： 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること： 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも

のにすること： 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また

事業および社会生活において、日々、奉仕の理

念を実践すること： 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ

トワークを通じて、国際理解、親善、平和を推

進すること。 

 

幹事報告    高城 直紀 

・昨日会長幹事会が行橋みやこＲＣの主催で開催し

ました。田川ＲＣから 3月 11日のＩＭの参加のお誘

いがありました。 

委員会報告  

国際社会奉仕委員会 田辺 浩爾 

・4月 14日に開催される地区大会の親睦ゴルフ大

会は、財団 100周年を祝うチャリティーゴルフ大

会です。参加申し込みを回覧しますのでよろしく

お願いします。 

出席委員会委員長 高城 雅春 

（会員数 35名） 

2月 9日例会 出席者名 29名 修正出席率 83% 
 

メークアップ  

2月 11日 IAC6校合同例会 

竹部武男 R・高城雅春 R・高橋功吉 R 

2月 15日 Eクラブ日本ロータリークラブ 2650  

高城雅春 R 

2月 16日 地区チーム研修セミナー 

矢野強 R・片岡孝市 R



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  昨日の第一グループ会長幹事会で行橋みやこクラブさんにお世話になりました。 

高城 直紀  何かいいことがありますように！！ 

杉坂 正徳  会員の皆さん、増強の要請申訳ないです。御協力お願いします。 

鈴木 公利  昨日は会員メンバーのお店をはしごして楽しく食事をしました。 

高橋 功吉  今日長男の誕生日なのでニコニコします。6校合同例会が無事に開催できますように！！ 

渡邊 剛   幼稚園のお茶会で娘がお茶の先生に褒められました。 

山口 勝弘  不慮の事故で携帯番号が変わりました。登録しなおしてください。 

屏 正隆   今日は結婚記念日です！ これからも夫婦仲良く 妻により感謝をして頑張ります。 

原 公克   杉坂さん、卓話有難うございました。ロータリーについてもっと勉強します。 

高城 雅春  渡邊さん、園でのお茶会のＰＲとご報告有難うございました。 

丸山 謙一  三江線に乗りに行きます。何か良いことがありますように！ 

 

集計 16,000円      累計 519,340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 

 

 

 

【2016年手続要覧】 
2016年手続要覧に収められている組織規定文書 

 

・国際ロータリーの定款 

・国際ロータリーの細則 

・標準ロータリークラブ定款 

・推奨ロータリークラブ細則 

・国際ロータリーのロータリー財団の細則 
 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  3月 14日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  2月 17日→夜間移動例会「観梅会」    

         3月 10日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

         3月 17日→12日 移動例会 

          京築近郊中学校バレーボール大会 

          

行橋みやこＲＣ  3月 1日→4日 周防灘カップ中学校 

         3月 8日→11日 17:40～  

 「6クラブ合同例会」 

豊 前 Ｒ Ｃ  3月 9日→11日 17:40～  

 「6クラブ合同例会」 

 
田 川 Ｒ Ｃ  3月 １日→IM準備例会（移動例会）   

              香春町町民センター 

         3月 8日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

         3月 22日→休会 

 

3年に 1度発行される「手続要覧」です。手続き要覧の目的

は、ロータリーのリーダ―の役割と最も関連のある方針を提供

することです。 

ロータリーの方針と手続きは、ロータリーウェイブサイトよりダ

ウンロードできるロータリー章典およびロータリー財団章典でも

確認いただけます。これらの文書は、理事会および管理委員

会の各会合後に改訂されます。また、ロータリーウェイブサイト

の「組織規定」のページより、補足のリソースガイドを利用いた

だけます。このガイドでは、ロータリアンがクラブや地区を管理

するために役立つソースや参考資料を紹介しています。 


