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例会予定 

10月 20日（金）米山奨学生 卓話  駐車場 〇 

        イリドリシ モハメドアミン君（モロッコ） 

（会場設営 山口・屏・松本・長江 ） 

10月 26日（木）クラブ協議会    駐車場 × 

（会場設営 田辺・角田・高城（雅）・木部） 

11月 2日（木）福岡銀行苅田支店 支店長 卓話 

（会場設営 前田・高橋・太田・角﨑） 駐車場 〇 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

 

10月 19日（木） 10月度理事会 三原文化会館  

11月 11日（土） 地区職業奉仕セミナー 

11月 18日（土） 田川 RC創立 50周年記念式典 

 

■ＩＡＣ  

10月 12日（木） 例会 16：30～ 視聴覚教室 

   

 本日のプログラム <第 1969回例会> 

 出光興産（株）販売部九州第一支店 

     二ノ倉 努 支店長 
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第 1967回 例会記録  ＜2017年 9月 28日＞ 

会長の時間  会長  鈴木 公利 

本日は、門司税関も苅田出張所 所長の長岡一

博様をお招きして、後ほど卓話をして頂きます。

長岡さま本日はお忙しいところ誠にありがとうご

ざいます。 

さて、卓話とは文字から見ると、卓を囲って話

をすると連想されますが、本来は、人が集まる行

事、会合、親睦会等で、ある参加者が自身の意見

を発表することと言われています。特に、ロータ

リークラブでの卓話は、例会で、特定の業種の事

情に見識のあるロータリアン、または、お招きし

たロータリアン以外の方から、日頃接することが

できない、その業務、お仕事の話を伺うことによ

って、ロータリアン自身の視野を拡げ、ロータリ

アンとしての職業倫理観を構築するための自己研

鑽の一助と言えます。 

こうしてみると卓話は、ロータリークラブ特有

のものと言えますが、ロータリークラブの活動の

拡がりによって、ロータリークラブから派生した

ライオンズクラブや、その他のクラブや企業が行

っているイベント、各学校の同窓会などでの参加

者によるスピーチを意味する言葉としても使われ

ていることもあるそうです。 

当クラブとしても、前回、前々回の例会で行い

ました新入会員をはじめとした会員卓話、2700地

区委員の方をお招きした卓話、そして、ロータリ

アン以外の外来者の方の卓話を、年間プログラム

に入れております。しかし、これまで、外来の方

の卓話が意外に少ないと感じておりました。卓話

の目的である、ロータリアンとしての幅広い見識

を養うためにも、外来卓話を充実したいと思い、

プログラム委員長にお願いして、今年度は、ロー

タリアン以外の外来卓話を、6名の方にお願いし

ております。その職種につきましては、行政関連

で 2名(国家行政、地方行政)、民間企業から石油

関係 1名、金融関係 2名、法曹関係(弁護士)で 1

名の方々にお願い致しております。 

で、本日は、第一回目の外来卓話となりますが、

以前、私が幹事をさせて頂きました折に、はじめ

てお招きしました門司税関苅田出張所より、現在、

所長の任に当たられています、長岡一博様を、ご

公務のお忙しい中、お招きしております。 

長岡さまは、日本でも有数の貿易港であります

苅田港の、輸出入に関わる検査監督に日夜ご尽力

されておりますが、本日は、その業務内容や、ご

苦労されている点についてお話しして頂きますの

で、よろしくお願い致します。 

さて、毎回、会員増強のお話しをする約束にな

っておりますが、先日オブザーバーとして例会に

参加された方のお 1人の、入会が決定いたしまし

た。詳しくは幹事より報告がありますが、これで

36名、40名まで後 4名です。皆さんの更なるご尽

力をお願いします。 

 

幹事報告 

・前回の例会にオブザーバーで来られていた廣田

さんが 10月から入会することとなりました。 

・10月分の会費は、田川 RC創立 50周年記念式典

の登録費 10,000円が加算された金額になりま

すので、宜しくお願いします。 

・次回、10月 5日の夜間例会「観月会」を【ここ

のえ牧場】で開催します。 

・例会 2,000回の貯金宜しくお願いします。 

・10月 19日（木）10月度の理事会を三原文化会

館で開催します。 

 

お客様 田川ロータリークラブ 

畑博文（直前会長） 中寺貫次郎（幹事） 

創立 50周年開催の案内   

  日時：平成 29年 11月 18日（土） 

      登録開始 13：00～ 

      記念式典 14：00～17：20 

      祝  宴 18：00～20：00 

  会場：式典 福岡県立大学講堂 

     祝宴 ザ・ブリティッシュヒルズ 

   

表彰：ポールハリスフェロー 

 鈴木 公利  

Multiple   

 

表彰：第 1回苅田 RCゴルフコンペ鈴木会長杯 

    優勝：別府 吉範 



門司税関 苅田出張所  

長岡一博  所長 

苅田港の貿易概況 

 最近の税関行政 

「税関」の税とは、外国か

ら物品を輸入するとかかる

関税・消費税などの税金です。（税金の徴収） 関

とは、書類の審査・品物の検査で麻薬・けん銃など

の密輸阻止（関所の役割）です。税関の設置場所は、

海港・空港・国際郵便。税関の組織は、財務省の中

に全国 9つの税関があり、門司税関は、九州の有明

海に面した地域を省く福岡、佐賀の両県と大分・宮

崎県の両県と長崎の壱岐・対馬及び山口県が管轄区

域です。また、管内に 26の官署、19の開港と 4つ

の税関空港があります。 

門司税関管内輸出入貿易額の推移は、輸出は 4年

ぶりに減少。輸入は 2年連続の減少をしています。

苅田港の貿易概況（2016年）は、自動車の輸出額が

過去最高を記録して、8,831億円で全国 14位。輸

入は、石炭、木材等が減少し 4年ぶりの前年比減 231

億円で全国 89位となっています。 

 

苅田港の沿革 

大正 7年  豊国セメント苅田工場（現三菱マテリア

ル）操業開始 

昭和 14年 苅田港築港開始 

昭和 26年 国の重要港湾に指定 

昭和 31年 九州電力苅田発電所完成 

昭和 43年 外国貿易港指定 

      門司税関苅田出張所設置 

昭和 50年 日産自動車九州工場操業開始 

※苅田港の主な輸出品は自動車が 98.6％ 輸入品

は石炭 45.7％・鉄鋼フラットロール 45.6%。   

※苅田港は、松山地区・本港地区・南港地区に分か

れています。 

 

税関の 3つの使命             

１．国民の安全・安心の確保           

２．適正かつ公平な関税等の徴収        

３．貿易円滑化の推進 

「国民の安全・安心の確保」 

●テロ関連物資の取締り●不正薬物の取締り●知

的財産侵害物品の取締り等があります。覚醒剤の押

収、密輸取締りは、☆陸上巡回 ☆海上パトロール 

☆船内検査 ☆入国者の手荷物検査 ☆貨物検査を

して取締まっています。主な取締機器として、〇麻

薬探知犬 〇大型 X線検査装置で覚醒剤の摘発を行

っています。門司税関管内でも覚醒剤大口摘発の事

例も報告されています。 

最近は、「金」の密輸入が増加しています。香港・

韓国からの金の密輸入は全体の 76％を占めます。ま

た、知的財産侵害物品（コピー商品）の輸入差止。

これは中国からがほとんどです。特に博多港は、ク

ルーズ船で入国した訪日外国人旅客数が大幅な増加

をしていますので短時間で効率よく検査を行う工夫

をしています。また、到着時免税店を設置し貿易円

滑化もすすめられています。 

税関公式 Facebookやツイッター・Yoo Tubeで情

報発信をしていますので検索してみてください。 

  

 第 1968回 例会記録 ＜2017年 10月 5日＞  

ここのえ牧場   行橋市長井浜 

               親睦活動委員会 

18：30～20：30  雨 

 

 

 

 

 

 

 



＜ニコニコ BOX＞      2017年 9月 28日 

   親睦活動委員   幾田 誠泰 

 

田川 RC創立 50周年記念式典 

畑博文パスト会長 

I.Ｍの折はお世話になりました。 

 また、50周年でお世話になります。 

中寺貫次郎幹事 

本日はお世話になりました。 

 

鈴木 公利  門司税関長岡所長と川越様有難うご

ざいました。社員が人命救助で表彰

されました。NHKホールで最前列でオ

ペラを見ました。 

井手口貞治  門司税関さん・田川 RCさん本日は有

難うございました。 

竹部 武男  清掃ウォーキング新聞掲載できませ

んでした。 

別府 吉範  GOLF優勝有難うございます。高城直

紀委員長 清掃時の写真有難うござ

います。 

矢野 強   先週の例会日（9月 21日）がロータ

リアン満 30年でした。何とか今期、

無事に努めたいと思っています。 

田辺 浩爾  皆さま清掃ウォークお疲れ様でし

た。生憎欠席しました。本日は早退

です。本当に仕事です。 

結城 吉絵  元祖ご当地アイドル RKBスナッピー

キャスタードライバーの 43期生が

RKB社長賞を受賞しました。本日は

OGとして招待されましたのでヒルト

インシーホークに行ってまいりま

す。これからも地域の皆様の役に立

てるよに頑張ります！ 

 

    計 16,000円  計 207,000円 

 

2,000回例会記念積立  27,220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 

出席委員長  角﨑 明美 

9月28日 会員数 35名：出席者33名  修正出席率94％ 

10月5日 会員数 36名：出席者29名  修正出席率83％   

 メークアップ                
10月 8日 鈴鹿ベイ RC 國永 R 

10月 11日 行橋みやこ RC 矢野ガバナー補佐 

              

  

氏 名 

 1 週 2 週 3 週 4 週 

10/ 5 10/12 10/20 10/26 

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 ×    

12 鈴木 公利 〇    

13 角﨑 明美 ◎    

14 高城 雅春 ×    

15 高城 直紀 〇    

16 高橋 功吉 〇    

17 竹部 武男 〇    

18 田辺 浩爾 〇    

19 長江 三郎 〇    

20 中川 賢二 〇    

21 原田 雄幸 〇    

22 原 公克 〇 免 免  

23 桧槙 敬 〇    

24 福田 洋司 〇    

25 屏 正隆 ×    

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 〇 ◎ ◎ ◎ 

33 山口 勝弘 〇    

34 結城 吉絵 〇    

35 渡邊 剛 ×    

36  廣田 琢磨 〇    

 修正出席率   ％   ％   ％ ％ 

〇出席 ◎メークアップ ×欠席 


