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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』 

 

 

地区研修協議会 次年度委員長報告 

 

 

 

 

 
      國永 R情報委員長     福田米山奨学委員長 

      

 

 

 

例 会 

5月 18日（木） 青少年奉仕委員長  高橋功吉 R 

         夜間例会 18:30～ パンジープラザ 

5月 25日（木） 会員卓話  鈴木公利 R   駐車場× 

6月 1日（木） クラブ協議会       駐車場〇 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

高城社会奉仕委員長  山口 R財団委員長  高橋青少年奉仕委員長 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

5月 11日（木） 次年度各理事委員会 “源さん” 

6月 3日（土） 第 4回 國永会長杯ゴルフコンペ 

6月 13日（火） 第一グループ 新旧会長幹事会 

 

■IAC 例会 

5月 25日（木） 16:30～ 3棟 1階 英語科教室 

6月 1日（木）       々 

 

本日のプログラム <第 1950回 例会> 

   地区危機管理委員会 大楠正子委員長 

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


☆第 1948回 例会記録 ＜2017年 4月 20日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

今日は、戸籍についての雑談です。戸籍は、何

のためにあるのでしょうか？私共が社会生活を営

む上で、自分自身や家族にかかわる事実を証明す

る必要に迫られることがあります。 

例えば、パスポートの取得には氏名・住所・国

籍を証明する必要があり。結婚するには婚姻最低

年齢を超えていること、近親婚や重婚でないこと

を証明し、相続が発生すれば相続人であることを

証明する必要があります。これらを簡単に証明し

てくれるものが戸籍であります。 

わが国で戸籍という考え方が採用されたのは、

大化の改新（６４５年）以降の律令制の時代でし

た。ところが貴族社会になると、農村における実

力者のみを政府が把握する制度に変わったために

一旦戸籍制度はなくなり、それが長い間続きます。 

再び戸籍制度が復活するのは明治以降です。その

根底にあるのは、筆頭者を中心にした「戸」の中

に誰が住んでいるかを把握することによって国家

の統制をとる、という考え方でした。 

いわば、「戸」（昔の「家」制度）にどんな人間

が所属しているかを確認するのが、戸籍制度なの

です。これは、明治４年に、明治政府が徴税、徴

兵、治安維持などのために国民の現況を把握する

ために作ったものであります。これも昭和２３年

に従来の「家単位」から「夫婦親子の単位」のも

のに変更されています。いわゆる「戸籍」がある

のは日本、台湾の２国です。韓国は日本の当地時

代に戸籍制度が始まりましたが、２００８年に廃

止されています。 

この戸籍制度は、個人登録を基本とする欧米諸

国の身分登録制度とは根本的に考え方が異なりま

す。世界的に見れば、かなり独特な制度だといえ

ます。多くの国においては、「家族」を中心にし

た制度ではなく、個人を基本とした住民登録のよ

うな制度が採られているようであります。日本で

も時代の変遷により、プライバシー、夫婦別姓な

どの様々な問題から戸籍制度を廃止し、新たな個

人主義的な身分登録制度を考えようとの運動もあ

るようであります。 

私は仕事柄他人の戸籍を見ます。確かにあの人

とこの人は親戚だったんだとか、この人は離婚暦

が何回あるんだとかが判明することはあります。

現在の日本での各種手続等で戸籍によって身分や

本人の確認をするなどの利便性はあります。しか

しながら、マイナンバー制度などの施行により変

化していくのかも知れませんね。 

幹事報告    高城 直紀  

・4月 19日第一グループ会長幹事会が開催されまし

た。次回は苅田 RCがホストで 第一グループ新旧

会長幹事会を 6月に開催いたします。 

・本日 18:30～ 三原文化会館にて、4月度理事会を

開催いたします。 

・次回 4月 27日の例会は、苅田駅前のジュネスにて

夜間移動例会となっています。 

お客様 

★みやこ町 井上幸春 町長 

6月 15日/16日 サン・グレートみやこ 

第 72期 本因坊戦 4局みやこ町対局の告知 

 

委員会報告 

出席委員会委員   高城 雅春 

（会員数 34名） 

4月 20日例会 出席者名 28名 修正出席率 82% 

4月 27日例会 出席者名 26名 修正出席率 76% 

 

メークアップ  
4月 24日 日本ロータリークラブ     高城 雅春 

4月 29日 IA年次大会          高橋 功吉 

5月 5日 ワールド大阪ロータリークラブ 國永 修一 
 

 

地区研修・協議会報告 
 

地区研修・協議会   4月 8日（土）アクロス福岡 

ロータリー情報委員会  國永 修一 

私は、中野地区委員長、カウンセラーの廣畑名

誉顧問のもと「ロータリー情報委員会」の部会に

参加してきました。来期のＲＩ会長のメッセージ

は「ロータリー：変化をもたらす」となっていま

す。どのような変化がもたらされるのでしょう

か？ 



中野委員長による「新年度活動方針」の説明、

廣畑カウンセラーによる「職業奉仕、職業サーヴ

ィスを考える」との演題による講演を聴いてきま

した。その他、前年の規定審議会の結果による①

クラブ定款の変更②クラブ細則の変更等の話もあ

りました。残念ながら、今回はほとんど理解でき

ておらず、皆さんに報告することが出来ません。 

ロータリー情報委員会の役割としては、全会員、

特に新会員が、ロータリーを十分理解し、ロータ

リー会員の特典と責務を把握できるよう援助する

ことが大きな役割です。ＲＩや地区の情報を的確

にクラブ会員に伝えることも大きな役割といえま

す。ただ、昨今のＲＩによるロータリーの変化に

よりそれぞれが戸惑っているように感じ、ＲＩと

日本のロータリーのとらえ方の乖離をますます感

じています。 

これも私のロータリーに対する勉強不足からくる

ものと思いますが、２２日にある情報委員会の研

修会で勉強してこようと思っています。 

☆第 1949回 例会記録 ＜2017年 4月 27日＞ 

  夜間移動例会 “ジュネス” 

会長の時間    

副会長  鈴木 公利 

 本日は、國永会長が欠席の為

代理を務めさせていただきま

す。会長がこれまで 

例会を皆勤されていましたの

で、はじめての会長の時間となり、何をお話しし

ようかと、いろいろ考えていました。 

そこでふと、先日の地区大会で鈴木 RI会長代理

(東京池袋 RC)が、基調報告をされた時、ロータリ

ーの友今月号に、「当地区の廣畑 PGが、職業奉仕

について投稿されている」とお聞きして、一応、

ロータリーの友には目を通しているけれどあった

かな?疑いを持ちながら、会社の書類の中に埋もれ

ていた４月号を取り出して見ると、確かに P.34に

「職業奉仕、職業サーヴィスを考える」2007-08、

RI職業奉仕委員会委員 廣畑富雄(福岡西

RC)・・・とあり、本当は確認だけするつもりで読

むつもりはなかったのですが、廣畑 PGはご存知の

通り、九州大学名誉教授、「ロータリーの心と原

点」の著作もされており、ご高齢でもありますが

先日の地区大会にも参加されていた、2700地区の

重鎮であられます。 

その内容は、職業奉仕は分かりにくいと言われ

るゆえんは、Vocational Serviceを職業奉仕と訳

したからである、Serviceには、無料という概念

はなく、奉仕よりも広い意味の概念で、言わば、

職業を通じたサービィス、自分の関係するすべて

の人々への思いやり(今風では良い意味での忖

度？)である。また、人を思いやる行為には、利己

的なものではなく、高い倫理性が伴わなければな

らない。 

 今、RIでは、ポリオ撲滅の活動の成果を受け、

発展途上国への社会奉仕が重視されている。この

動きに呼応しているのが、世界のロータリアンの

国別の変化である。この 10年間で、全世界で 120

万人と会員数には大きく変化はないが、日本、ア

メリカ、ユーロ諸国の先進国では 10万人減り、発

展途上国は 10万人増えていることがあげられる。

ボストンのあるクラブでは、10年前に 500名の会

員が、今では例会には１０余りしか出席していな

い現実もある。 

 こうした大きな変化の中に合って、日本のロー

タリーは 2020年東京オリンピックの時に 100年を

迎えるが、職業奉仕に裏付けされた活動を良く保

持してきた、今後とも良き伝統を保持しながら、

それを世界に広めたい。我々の信じるところを世

界に伝える、世界のロータリーに、大きな貢献を

することになる、と結ばれています。この投稿は、

職業奉仕のあり方、考え方を明瞭にまとめられ、

理解しやすい内容であったと思いました。 

 ロータリアンには３つの義務があると言われて

います、例会の出席、会費の支払い、ロータリー

の機関紙の購読。購読の義務は、そこに RIの方針、

動き、そして今回のようなロータリアンとしての

基本的な投稿、各クラブの活動・・等が書かれて

いますので、是非とも、皆さんの自己研鑽、これ

から始まる次年度の各委員会活動計画の参考にさ

れるよう、購読をお願いします。 



ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員    片岡 孝市 

 

國永 修一  最近ロータリー活動 どっぷりです。 

田辺 浩爾  地区大会ゴルフコンペで 5位に入賞しました。 

壁屋 好惠  インフルエンザ 気を付けて下さい。 

片岡 孝市  4月 16日 地区大会お疲れ様でした。 

宮崎 芳樹  誕生日プレゼント、ありがとうございます。 

鈴木 公利  次回例会で会長の時間初体験をさせていただきます。 

渡邊 剛   熊本震災から 1年が経ちました。4月 23日に 5法人で“応援するっちゃ！熊本”が勝山

公園で開催されます。皆様お誘いあわせの上参加下さい。お待ちしています。 

松田 博文  地区大会で高城幹事には大変お世話になりました。 

竹部 武男  神奈川の娘よりラインがありました。 

   ※ 地区大会参加者からのニコニコです。 

 

☆☆☆4月 27日  夜間移動例会に於いてのニコニコ！！ 

 

集計 42,000円       累計 695,340円     お誕生日おめでとう！

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

第一グループゴルフコンペ  4月 23日（日） 

  

結果報告 

  

 優勝  苅田ロータリークラブ 

 個人総合優勝 矢野 強 

 シニア優勝  桧槙 敬 

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ 5月 23日→「花壇整備」早朝例会 

                7:00～ 暁の夢花壇 

        5月 30日→「親睦旅行」移動例会 

        6月 20日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 27日→休会 

 

行橋みやこＲＣ 6月 21日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 28日→休会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ 5月 11日→夜間例会「つつじ鑑賞例会」 

                18:30～ 築上館 

                6月 29日→夜間例会「年度末懇親会」 

                18:30～ 築上館 


