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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 

4月 20日（木） 地区協議会報告      駐車場〇 

4月 27日（木） 夜間移動例会 ジュネス 18:30～ 

5月 4日（祭） 休会 

5月 11日（木） 青少年委員会       駐車場× 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾短期研修報告 川寄愛奈 IAC会長 

 

■地区・第１G・行事予定 

 

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 20日（木） 4月度理事会 三原文化会館 

4月 22日（土） 地区ロータリー研修会 

■IAC 

4月 20日（木） 16:30～ 3棟 1階 英語科教室 

4月 29日（土） インターアクト年次大会（柳川） 

 

本日のプログラム <第 1947回 例会> 

      地区研修・協議会報告 

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


＜第 1946回 例会記録 ＜2017年 4月 6日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

日本の国歌は「君が代」

です。諸説ありますが、そ

の有力な説の一つに、これ

は天皇の治世を奉祝する

歌というのがあります。 

平安時代の古今和歌集

巻七「賀歌（がか）」の冒頭の和歌「わが君は千

代に八千代にさざれ石の巌(いはほ)となりて苔

(こけ)のむすまで」という一節が元になっており、

五・七・五・七・七の形式となっております。そ

の歌詞は時代を経て様々な歌集でも歌われてきま

したが、明治初期に「国歌」として制定する際に、

大山巖が（元薩摩藩士、元帥陸軍大将）が直接引

用したのは薩摩琵琶の「蓬莱山」という歌の一部

をとったものだとも言われております。 

作曲は林廣守で、明治 13年に「陛下奉祝ノ楽譜

改正相成度之儀ニ付上申」が施行され現在の国歌

としての「君が代」が定まり、同年 11月 3日の天

長節（明治天皇の誕生日）で初めて公に披露され

ています。 

歌詞の意味をわかりやすく現代語に訳すと、下

記のとおりになります。 

天皇の御代が、  

いつまでも永く続きますように。 

小石が集まって大きな岩となり、 

苔が生えるほどまでに。 

君が代の「君」は天皇を指します。つまり「天

皇がお治めになるこの御代は…」という意味とな

ります。（つまり日本）初代神武天皇から 2600年

以上続く天皇の任務は、「国民を幸福にすること」

という建国の精神は歴代の天皇にも脈々と受け継

がれています。天皇は民を宝として慈しみ、我が

子のように案じておられます。 

天皇の最重要の任務は祭祀であり、いつの時代

も日々、朝な夕な「国安かれ、民安かれ」と祈り

続けています。そして、天皇は民に何も求めませ

ん。皇祖から続く天皇の在り方を守り、ただただ

無私の心で国民の安寧を祈っているのです。 

私たちは普段、天皇のことをあまり考えません。

この例会以外で「君が代」を歌うことなんかほと

んどありません。だからこそ、わずかしかない「君

が代」斉唱の時くらいは、常に私たちのことを祈

り続けている天皇に思いを寄せ、天皇の御代（日

本）が永く繁栄することを祈ることもあってよい

のではないでしょうか。それこそが天皇と国民の

絆であり、天皇と国民が一体となった日本ならで

はの形であります。天皇は、日本民族のよりどこ

ろであり、その存在により国民の心がひとつにま

とまり束ねられているのでないでしょうか。 

幹事報告    高城 直紀  

・8日に地区研修・協議会が開催されます。報告会を

13日と 20日の例会で予定しています。 

・パンジープラザの駐車場の件は、週報に掲載して

います。午後からの赤ちゃん検診の為の規制ですの

で、空いていても車を止めないでください。 

・27日の夜間例会は、苅田駅前のジュネスで 18:30

から開催いたします。 

・梶原禮子さんが 3月末日をもって、体調不良の為、

退会されました。 

・「ひろ君を救う会」茨木南 RCの稲本 Rよりお孫さ

んの海外心臓移植募金依頼のビラを配布。 

委員会報告 

地区 ICS委員長  片岡 孝市 

ロータリー財団にグローバル補

助金を申請するにあたり主幹クラ

ブとして苅田ロータリークラブを

登録したいと考えていますので、御

承諾よろしくお願いします。 

出席委員会委員  松田 博文 

（会員数 34名） 

4月 6日例会 出席者名２５名 修正出席率 85% 

 

メークアップ  

4月 8日 地区研修・協議会   
片岡 R・鈴木 R・角田 R・原 R・杉坂 R・國永 R・高城（直）・原田

R・幾田 R・桧槙 R・丸山 R・井手口 R・高橋 R・山口 R・福田 R 



国際ロータリー第２７００地区 

２０１６～２０１７年度インターアクト 

台湾短期研修報告 

2017年 3月 23日（木）～25日（土） 

 苅田工業高等学校情報科 川寄愛奈 IAC会長 

今回この 2 泊 3 日の台

湾研修に苅田工業高校

IAC の代表として参加さ

せて頂きました。 

 

  初めは全く知らない人

達と海外に宿泊というこ

とで不安しかありません

でした。3回のオリエンテ

ーションを終えてもその

不安は消えずにいました。

しかし、いざ行ってみると皆同じ気持ちだった

ようで色々な生徒達が話しかけてくれ、段々そ

の不安も薄れていきました。 

 

  私は台湾には修学旅行で行ったことがあり、

文化の違いには余り驚かないと思っていました。

けれど、学校で行くのと部活で行くのとでは経

験出来ることも気付くことも違い、とても新鮮

でした。 

  この研修の中で一番思い出に残ってるのは樹

人高級家事商業職業學校を訪問したことです。

学校に着いてすぐに全校生徒からの手厚い歓迎

を受けました。ロータリアンの松村先生から話

は聞いていたのですが、想像を遥かに超えた歓

声でとても驚きましたし、気持ちが良かったで

す。 

 それからパートナーの生徒と会い、美容科で体

験授業をしました。針金とビーズでアクセサリ

ーを作ったのですが、美容科の生徒がとても丁

寧に教えてくれました。携帯の翻訳を使いお礼

を言うととても喜んでくれ、私も嬉しくなりま

した。 

 その後のダンス披露では、外だったこともあり、

パートナーの生徒が『暑いから水分をとって』

と翻訳を使い教えてくれ、その気遣いに感動し

ました。先ずは樹人の生徒達の発表で約 2時間、

完成度が高いダンスに圧倒されました。それを

見た後のダンスは正直不安だったのですが凄く

盛り上げてくれ、とても楽しく踊ることができ

ました。その日の夜ご飯の時に樹人の校長先生

から、お別れの時に生徒の皆さんが門の所で 20

分近く待っていてくれたと聞いた時は涙が止ま

らなかったです。 

 

この 3 日間、ロータリーの方々や他の生徒達

の話を聞き、自分のインターの活動に対しての

気持ちが大きく変わり、本当に参加できて良か

ったと感じました。自分の IAC でも、もっと国

際的な活動をやって行きたいとも思いました。 

 

 最後に、私がこの研修に参加出来たのはロータ

リーの方々、先生方、そして両親のおかげです。

心から感謝しています。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

 

本日のお客様 
     苅田工業高校 

IA 顧問教師：吉本先生・小串先生 

IAC生徒：川寄愛奈（3年） 

：松本巧・是本あや（2年） 

      福島小太郎 R(行橋 RC) 

 

 

 

  

4月生まれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
沓脱壽 R・中川賢二 R・高城直紀 R 

 

 
        優勝：片岡 孝市 

 

 

 

 

 

 

 



ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員  片岡 孝市 

 

福島小太郎（行橋 RC） 片岡さんのニコニコ姿ステキです！今日はありがとうございました。  

國永 修一  インターアクトの皆さん報告有難ございました。福島君メークアップ有難う。 

高城 直紀  誕生日プレゼント有難うございます。 

高橋 功吉  苅工インターアクトの皆様有難うございます。 

福田 洋司  地区大会ゴルフ、頑張ります。 

鈴木 公利  地区委員会席上にてサプライズのお誕生日お祝いをしていただきました。 

沓脱 壽   誕生日祝い有難うございました。 

片岡 孝市  第 3回國永会長杯ゴルフコンペ優勝しました。 

壁屋 好惠  IAC川寄会長お帰りなさい。報告会有難うございました。 

杉坂 正徳  地区増強委員頑張ってます。 

竹部 武男  何かいいことがありますように！ 

官見 敦司  久しぶりに皆さんの顔を見ました。 

屏  正隆  インターアクトの皆さん有難うございました。 

山口 勝弘  2月・3月も良い事がなく、4月はどうなるか。    

 

集計 22,000円      累計 628, 340円

 

 

 

四つのテスト 

 言行はこれに照らしてから 

◆真実かどうか 

◆みんなに公平か 

◆好意と友情を深めるか 

◆みんなの為になるかどうか 

 

 

  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 4月 18日→職場例会 11:50～ 

「航空自衛隊築城基地訪問」 

        5月 2日→休会 

        5月 23日→「花壇整備」早朝例会 

        5月 30日→「親睦旅行」移動例会 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 5月 5日→休会 

 

行橋みやこＲＣ 5月 3日→休会 

 

田 川 Ｒ Ｃ 5月 3日→休会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ 5月 4日→休会 

        5月 11日→夜間例会「つつじ鑑賞例会」 

                18:30～ 築上館 


