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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 

3月 30日（木） 休会 

4月 6日（木） 台湾研修報告 苅工ＩＡＣ 駐車場〇 

4月 13日（木） 地区協議会報告      駐車場× 

4月 20日（木） 地区協議会報告      駐車場〇 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

苅田ロータリークラブ 会員手帳 

 

■地区・第１G・行事予定 

 

3月 23日（木） 3月度理事会 18:30～ 三原文化会館 

4月 8日（土） 地区研修 協議会 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

4月 19日（水） 第一グループ会長幹事会 

4月 22日（土） 地区ロータリー研修会 

■IAC 

4月 29日（土） インターアクト年次大会 

 

本日のプログラム <第 1945回 例会> 

       PETS報告  鈴木 公利  

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


＜第 1944回 例会記録 ＜2017年 3月 16日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

３．１１。そう東日本大

震災から早くも６年が経

ちました。当時私は、檜槇

会長、高城幹事のもと SAA

を担当させていただいて

おり、例会の場で黙祷を捧

げたことを思い出します。 

 あれからもう６年経ちました。あの大惨事も私

共のように遠くに暮らしている人間には随分と風

化してきているように思います。復興は着々と進

んでいるようですが、一方では現在も原発の被災

の影響で立入禁止区域も残っており、家に帰れな

いまた帰らない被災者も多くいるようです。日本

のエネルギー政策がどうこうと批判できる知識は

ありません。しかし我々はあの福島第一原発の大

事故から何を学んだのでしょうか？ 

 報道等で見聞きするところによると、汚染水は

タンクに集め、そのタンクが林立する異様な光景

を見ました。また使用済みの核燃料も処理できず

貯まっていくばかりです。また福島県において子

供の甲状腺異常によるガンの発症率はずば抜けて

高いようです。それでも原発はまた動き出しまし

た。九州においても川内は既に稼働中、玄海も稼

動に向けて動いており、ここ苅田に一番近い四国

の伊方原発は既に稼働しております。 

 他の発電方法があるにかかわらず、安全な処理

方法の見つかっていない危険な核燃料を使って、

あえて発電をする必要があるのでしょうか？首を

傾げざるを得ません。 

 確かに我々は、電気の恩恵で随分と便利な生活

を享受しております。その電気を利用するために

コストの安いといわれる原子力発電に頼らなけれ

ばならないのでしょうか？国は数十兆円という膨

大な税金を原発処理に使い、私共一般消費者も電

気料金の中で知らないままに負担させられており

ます。これでコストが安いというのでしょうか？ 

 天災とはいえ、一企業である東京電力の損害賠

償を税金等で補填し、その責任を誰もとろうとし

ないこの国のあり方は如何なものでしょうか？ 

 私は、国や電力会社を批判しているつもりはあ

りません。わが国は不幸にも地震が多く、その後

も熊本の大震災が起こっております。今でも福島

においても余震と見られる地震は頻発しておりま

す。太平洋戦争で世界で唯一の原子力爆弾の被害

にあったわが国がこのような危険な原発政策を進

めいていくとは何を学習したのでしょうか。 

経済のことばかり考えず、国民の将来の安全安

心な生活のための議論をし、より良い方策を期待

したいと思います。 

幹事報告    高城 直紀  

・中村様の会員推薦が通過しました

ので、推薦者の矢野さん・原さんよ

ろしくお願いします。 

・3月の理事会は、23日に変更にな

りました。三原文化会館で 18:30か

ら開催いたします。 

・新会員のカードを配布していますので、苅田 RC会

員手帳の中に差込み追加してください。 

委員会報告 

  出席委員会委員  松田 博文 

（会員数 35名） 

3月 16日例会 出席者名２２名 修正出席率 71% 

 

メークアップ  

3月 16日 小倉西 RC  竹部 R   

3月 18日 PETS 矢野 R・鈴木 R 

3月 21日 Eクラブ日本 RC 高城（雅）R 

3月 22日 行橋みやこ RC 鈴木 R 

 

※メークアップについて 

 例会前後 14日間以内に欠席をメークアップ 

１．他のロータリークラブ・衛星クラブに出席する。 

２．インターアクトクラブ（苅田 RC）に出席をする。 

３．ロータリー地区大会・研修協議会等のロータリ

ーの行事に出席する。 

４．例会出席の目的をもってそのクラブの例会会場

に定刻に赴き例会が開いてなかった場合出席と

する。 



卓話 地区国際社会奉仕委員長  片岡 孝市 

2016～2017年度            

国際奉仕（ICS）委員会海外人道支援報告 

① 久留米中央ロータリークラブ主管事業 

フィリピン・ルソ

ン島中部パンパン

ガ州、クラークフ

ィールド、先住民

族アイタ族の生活

向上として、居住

区水利設備を建設  

3810地区パサイ

ウエストロータリ

ークラブ拠出金 

10万 

  2700地区久留米中央ロータリークラブ  拠

出金 10万 

  2700地区 ICS活動資金 ２年合計金額   

80万 

 

② 浮羽ロータリークラブ主管事業 
 
タイ国、チェンライ地方 北部小学校へ浄水器設

置、図書支援、学校、地域住民の飲料水の支援  

浮羽ロータリークラブ拠出金  10万  ICS

活動資金 30万 

 

③ 壱岐ロータリークラブ主管事業 
 

フィリピン・ルバング島・アクガワヤン村の水利

事業で、老朽化した管材を新しい管材に取り替え、

3年計画事業で今年度が 3年目となります。 

壱岐ロータリークラブ拠出金 ４万 

遠賀ロータリークラブ拠出金  4万 

ICS活動資金        30万 

 

 

④ 糸島ロータリークラブ主管事業 
 

ミャンマー各地の子供達へ、口腔衛生活動支援 

歯ブラシ、ハンドタオル、薬品等、啓発媒体印刷

費寄与 本年度はミャンマーの孤児院、辺境に住

む少数民族、障がい児を主に人道支援します。 

糸島ロータリークラブ拠出金 9.7万  ICS

活動資金 30万 

 

⑤ 直方ロータリークラブ主管事業 
 

フィリピン・パタンガス州 Lumbangan-Talon 

Elementary school校舎の補修及びマルチメデ

ィア購入費 

直方ロータリークラブ拠出金 10万  ICS活

動資金 30万 

 

⑥ 第一グループ主管事業 
 

ネパール震災における学校支援 ネパールの首

都カトマンズ周辺 施設の修理、50世帯の水供

給   第一グループ拠出金  4.5万  

ICS活動資金 80万 

以上 6プロジェクト本年度実施いたしました。   

 

 

 

 

 

2017年 4月 14日（金） 

       チャリティーゴルフ大会 

 夜須高原カントリークラブ 
 

      4月 15日（土）  

      大会 1日目  ホテル日航福岡 
 

     4月 16日（日） 

   大会 2日目    福岡国際会議場 

   11:00…登録受付開始 

   11:40…昼食 

   12:30…開会宣言・点鐘 

   14:00…特別講演 作家:竹田恒泰 

   15:30…米山記念奨学生ホームカミング講演 

   17:00…閉会行事・閉会宣言・点鐘



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  片岡 ICS委員長 せっかくの卓話、時間が足りなくて申し訳ありません。 

高城 直紀  明日、息子の小学校の卒業式です。 

屏  正隆  父の通夜、葬儀の席にお忙しいところ会葬頂きありがとうございます。 

桧槙 敬   フイリピンの合同例会に参加してきました。 

鈴木 公利  東京出張で IMは欠席しましたが東京西 RCでメイクアップしました。夜は東京にいる子

供とディナーを楽しんできました。 

壁屋 好惠  田川 RCの IMの折、送迎をして戴きました。ありがとうございました。 

矢野 強   片岡さん卓話有難うございました。私は個人的には来期の事で頭のなかいっぱいです。 

井手口貞治  ニコニコします！！ 

丸山 謙一  3月 5日久住山、12日は、英彦山に行ってきました。双方共まだ雪がありました。 

 

集計 18,000円      累計 587,340円

四つのテスト（Four-Way Test） 

 言行はこれに照らしてから 

◆真実かどうか 

 (Is it the truth?) 

◆みんなに公平か 

  (Is it fair to all concerned?) 

◆好意と友情を深めるか 

(Will it build goodwill and better friendship？) 

◆みんなの為になるかどうか 

(Will it be beneficial to all concerned?) 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  4月 4日→夜間例会 18:30～ 

「花見例会（山翠会合同）」普門寺 

         4月 18日→職場例会 11:50～ 

「航空自衛隊築城基地訪問」  

豊 前 西 Ｒ Ｃ  3月 31日→休会 

 

行橋みやこＲＣ  4月 5日→創立 33周年記念式典 

           夜間例会 18:30～ 京都ホテル 

  

田 川 Ｒ Ｃ  4月 12日→夜間例会 

                18:30～ 周防館 

 

四つのテスト 

 職業人としてのロータリアンの心構えを、ロータリアンの倫理

基準から具体的に記述したものが「ロータリー倫理訓」だとすれ

ば、それをロータリアンのみならず一般の職業人にも理解できる

ように、簡潔かつ的確にまとめたものが「四つのテスト」です。 

ハーバート・テーラーは、倒産に瀕していたアルミニウム社の

社長に就任し正しい営業活動を行えば必ず会社が再建できると考

え、「四つのテスト」を示しました。同社の業績は改善を続け、5

年後には借金を完済、15年後には株主に多額の配当金を分配する

までになりました。 

1954年、彼が RI会長に就任したとき、その版権がロータリー

に譲渡されました。 

四つのテストは世界各国の言葉で翻訳され、広く活用されてい

ます。 《これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」12P》 

 

 

  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 


