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例会予定 

9月 21日→23日（土） 清掃ウオーク 

集合 8：50～  苅田体育館                 

例会 11：20～  バーベキュー11：30～ 

9月 28日（木） 門司税関苅田出張所  駐車場× 

（会場設営 中川・壁屋・沓脱・矢野） 

10月 5日（木） 観月夜間例会 ここのえ牧場 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

9 月 18日（祭） 第 1回苅田 RC鈴木会長杯 GC 

9 月 21日（木） 9月度理事会 三原文化会館 

10月 6日（金） 第一グループ会長幹事会 

11月 18日（土） 田川 RC創立 50周年記念式典 

 

■ＩＡＣ  

 9月 14日（木）例会 16：30～ 視聴覚教室 

9月 28日（木）例会   〃 

   

  本日のプログラム <第 1965回例会> 

    R情報   國永 R 

    新会員卓話 角﨑 R 
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＜第 1964回 例会記録  ＜2017年 9月 14日＞ 

会長の時間  会長  鈴木 公利 

本日は、是非当クラブに

入会をして頂きたい方おふ

たりに、オブザーバーとし

て出席されていますので、

卓話の内容を急遽変更して、

ロータリークラブの歴史、

私がロータリーに入ってど

のように感じているかをお話しして、理解を深め

て頂こうと思います。 

1905年 2月 23日アメリカ シカゴで、急速に

経済が発展した陰で、商業道徳が欠如した社会に

憂いを感じた弁護士ポール・ハリスと 3人は、お

互いに信頼できる公正な取引をしあい、そして親

友として付きあえるような仲間を増やそうと、ロ

ータリークラブを創立しました。ロータリーの語

源は、例会を各会員の事務所を持ち回りで行なっ

た事が所以となりました。 

こうした有志が増えていくにつれ、自分たちの

為だけではなく、世の中の人々のためになること

をしようと、公衆トイレを街中に建設し、これが

ロータリー奉仕の活動の始まりとなりました。 

現在、200以上の国と地域に 123万人の会員を

擁する世界的規模で活動 

ロータリークラブは、歴史的に見ても、職業倫

理を重んずる実業人、専門職の集まりであると言

え、世界的な広がりを背景に幅広い奉仕活動を展

開し、ポリオの撲滅活動に代表されるような多大

な社会貢献をしています。 

日本では、1920年(大正 9年)10月 20日に、

東京ロータリークラブが創立されて、現在、クラ

ブ数 2,200に、9万人近くの会員が活躍していま

す。東京オリンピックが開催される 2020年は、

日本のロータリー創立 100年に当たり、記念式典

や様々なイベントの準備が企画されておりますの

で、2人にも是非、一緒に 100年を会員として迎

えて頂きたい 

義理の親父が苅田ロータリーの設立メンバーで、

その後を継承する形で入会。私自身もともと、苅

田町には縁のない、全国を転々とする転勤族でし

た。 

どうして、当地に落ち着いたかは長くなるので

割愛しますが、こちらに落ち着いてからは、知り

合いは取引先とか、会社の従業員しか知り合いが

なかった。ロータリーに入会して、はじめて、仕

事以外の当地区で活躍されている方々や幅広い世

代の違う方を一辺に何十人と知り合うことができ

また。 

また、お付き合いを重ねる度に、色んな経験、

姉妹クラブのある釜山に行って色んな遊びを覚え

させられたり、また、会員のお仕事に関わる、自

分の会社や私事の願いをしても、快く対応して頂

いたり等ありましたが、一番よかったと思うのは、

事業をされている方々と、こうして毎週例会で顔

を合わせて、毎回新しい発見や親交を結べること、

また、後ほど話がありますが、奉仕活動を通じて

皆で共に汗をかける、そこから新たな親睦が生ま

れると思います。 

以上、ロータリーの誕生と活動についてと、私

なりのロータリーに対する思いを述べましたが、

参考になられたでしょうか。他に何かございまし

たら何なりと、ご紹介者の会員、私にお問い合わ

せください 

幹事報告   井手口 貞治 

 

 例会 2,000回募金 宜

しくお願いします。 

 9月 12日、行橋みやこ

RCにみんなでメークア

ップに行きませんか！ 

 9月 21日 9月度理事会

を開催します。 

 社会福祉協議会より 9月 24日九州災害ボラ

ンティアの募集をしています。御協力され

る方は、事務局まで連絡して下さい。 

 

お客様 

オブザーバー 

重松雅信：飲食業（唐揚げ鶏 苅田駅前店） 

廣田琢磨：貿易卸売業（LIGINVESTMENT（株）） 

 



委員会報告 

 社会奉仕委員長 高城 直紀 

 

9月 23日 清掃ウォークについて 

集合    8：50   苅田体育館 

清掃活動  9：00～11：00 

例会    11：20～     

昼食（BBQ）11：30～13：00  松竜本館 

 

卓話      

新入会員卓話  宮崎 芳樹 

 

職業分類：税理士 

    宮崎税理士事務所 

入会日：2016年 11月 1日 

 

☆☆50歳を過ぎたら遺言書を書いておくことを

お勧めします！！☆☆ 

 

 

 

 日時：10月 5日 木曜日 

場所：ここのえ牧場 

      行橋市長井 1461-1 

     送迎バス 苅田駅  17：50発 

         苅田町役場 18：00発 

 

近隣クラブ例会変更 

行橋みやこＲ Ｃ  10月 11日→公式訪問クラブ協議会 

          10月 25日→安増ガバナー公式訪問 
 

田 川 Ｒ Ｃ  9月 27日→芸術文化体験事業 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  9月 19日→公式訪問クラブ協議会 

          10月 3日→安増ガバナー公式訪問 
 

豊 前 Ｒ Ｃ  9月 21日→観月会 18:30～ 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  9月 29日→休会 

 

 

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 

IT・週報委員会   丸山 謙一 

 

公共イメージ(広報) 
ロータリー情報研究会冊子より抜粋 

 

個々のロータリアンの責務 
 

1・ロータリーの目的、プログラム、活動に

十分精通する 

2・職業上の知己を通じてロータリーの意図

と業績を推進する 

3・ロータリー発展と奉仕活動を改善、拡張

するため 

4・ロータリーとは何か、ロータリーは何を

しているのかについて 

5・自ら他の人々に知らせ 

6・地域社会におけるクラブの存在感を一層

際立たせる力となる 

 

ロータリークラブの責務 
 

1・報道機関との建設的な関係を維持する 

2・成功を収めた奉仕プロジェクト活動で 

ロータリーの意図と業績を明らかに示す

ものを報道機関を通じて広報する 

3・ロータリーの意図と業績を地域社会内に

広めるためＲＩが作成したテレビ放送・

ラジオ放送、印刷物、インターネッドな

どの公共奉仕広告、推進用パンフレット

およびその他の推進方法などＲＩの広報

リソース利用する。 

4・ロータリーの意図と業績を家族、友人、

知人に知らせる 

5・非政府組織、地域社会の指導者、青少年、

その他の関係団体にロータリーとその使

命、規模、プログラム活動の理解を促す。 

   6・効果的なクラブ・プロジェクトおよび活

動の広報を通して成功を収めた奉仕プロ

ジェクトや活動を広報するよう努める 

 

広報において最も効果的な話 
 

１）卓越したボランティア 

２）先進国と開発途上国の人々の交流 

３）地元地域で実施されているロータリー

もしくはロータリー財団プロジェクト 

４）ロータリー財団のプログラムの参加者 

５）ロータリーの奉仕から恩恵を受けてい

る人々に関する人道的な話題 

６）ポリオプラス活動。特にポリオ感染地

域における活動



＜ニコニコ BOX＞      2017年 9月 7日 

 

   親睦活動委員   山口 勝弘 

 

鈴木 公利  重松様・廣田様、ようこそいらっし

ゃいました。宜しくお願いします。 

井手口貞治  重松さん廣田さん有難うございまし

た。丸山会員、宮崎会員、卓話有難

うございました。 

片岡 孝市  誕生日祝い有難うございます。 

角﨑 明美  おかげ様で今日 47歳を元気で迎える

ことが出来ました。子供の体育祭が

雨の為明日になりましたので今日例

会に参加出来てよかったです。 

別府 吉範  誕生日祝い有難うございます。重松

さん廣田さん、是非とも入会して頂

き楽しい時間を共有出来ればと思っ

ております。宜しくお願い致します。 

國永 修一  早退します。 

結城 吉絵  誕生日祝い、有難うございます。 

丸山 謙一  卓話をさせていただきました。 

竹部 武男  娘が留学より無事に帰ってきまし

た。 

山口 勝弘  職業奉仕が続き、 

欠席して申し訳 

ございませんで 

した。 

 

    計 17,000円     累計 181,000円 

 

2,000回例会記念積立  19,757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 

 

出席委員  太田 春吉 

9月 7日 会員数 35名：出席者 29名  修正出席率 91％   

 メークアップ                        

9月 9日  R情報 國永 R 

9月 13日 田川 RC 矢野 R           

行橋みやこ RC 鈴木 R・井手口 R・片岡 R         

 出席表 

  

氏 名 

 1 週 2 週 3 週 4 週  

9/7 9/14 9/23 9/28  

1 井手口貞治 〇     

2 幾田 誠泰 〇      

3 太田 春吉 〇      

4 角田 成弘 ×      

5 壁屋 好惠 〇      

6 片岡 孝市 〇     

7 官見 敦司 〇     

8 木部 義憲 ×     

9 沓脱 壽 〇     

10 國永 修一 〇     

11 杉坂 正徳 〇     

12 鈴木 公利 〇     

13 角﨑 明美 〇     

14 高城 雅春 〇     

15 高城 直紀 〇     

16 高橋 功吉 ◎     

17 竹部 武男 〇     

18 田辺 浩爾 ×     

19 長江 三郎 〇     

20 中川 賢二 〇     

21 原田 雄幸 ◎     

22 原 公克 免     

23 桧槙 敬 〇     

24 福田 洋司 〇     

25 屏 正隆 〇     

26 別府 吉範 〇     

27 前田 頴子 〇     

28 松田 博文 〇     

29 松本 聡 〇     

30 丸山 謙一 〇     

31 宮崎 芳樹 〇     

32 矢野 強 ◎     

33 山口 勝弘 〇     

34 結城 吉絵 〇     

35 渡邊 剛 〇     

 修正出席率 91％  ％  ％ ％  

〇出席 ◎メークアップ ×欠席 


