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例会予定 
 

10 月 18 日→21 日（日）社会奉仕委員会 

     南原公民館 10：00 集合 

高城山標語・入選表彰式 

10月 25日：米山記念奨学会    駐車場× 

        安増カウンセラー外来卓話 

11月 1日：青少年奉仕委員会卓話 駐車場〇 

 

 

 

 

 菊池渓谷（熊本） 

朝の輝き 

   松田会員  

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・ロータリアン参加 行事予定 

10月 13日：ロータリー情報委員会会議     

福岡朝日ビル 14：00～ 【高城 R・片岡 R】 

10月 16日：第 3回かんだ港まつり会議 【高橋 R】 

10月 17日：第１グループ会長・幹事会 

10月 18日：10月度理事会 三原文化会館  

■ＩＡＣ 

10 月 11 日（木）例会 16：30～ 視聴覚教室 

 

本日のプログラム <第 2015 回例会> 

 

『NHK ニュースブリッジ北九州の番組について』 
 

  ＮＨＫ北九州放送局  

      本澤 俊一 放送部記者   
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第 2014 回  例会記録 ＜ 2018 年 10 月４日＞  

 

会長の時間   会長  片岡 孝市 

９月２7日は、苅田

ロータリークラブの

観月会がありました。

28名の参加をいただ

き、会員皆様の協力の

もと楽しいひと時を

共有できありがとう

ございました。今後の

クラブ内の活動について、各自発表してもらい心

強く聞かせていただきました。平田親睦委員長ご

配慮感謝申し上げます。 

今月は、「経済と地域社会の発展月間」「米山

月間」となっております。米山奨学事業は、日本

で最初のロータリークラブ創立に貢献した米山梅

吉氏の功績を記念して発足しました。 

1952年、東京ロータリークラブが発表したのは、

海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援す

る事業「米山募金」の構想でした。そこには、二

度と戦争の悲劇を繰り返さないために、国際親善

と世界平和に寄与したいという、当時のロータリ

アンたちの強い願いがあったのです。この事業は、

わずか 5年の間に日本全国のロータリークラブの

共同事業へと発展し、1967年には、文部省（当時）

を主務官庁とする「（財）ロータリー米山記念奨

学会」が設立される運びとなりました。 

現在、50年以上の歴史を持ち、RI から認証を受

けた日本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動

です。現在も、「将来の日本の生きる道は平和し

かない。その平和日本を世界に理解させるために

は、アジアの国々から一人でも多くの留学生を日

本に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらうし

かない。それこそ、日本のロータリーに最もふさ

わしい国際奉仕事業ではないだろうか」という思

いを込めて運営されています。（ロータリー米山

記念奨学会史より）  

 ロータリー米山記念奨学事業の財源は、ロータ

リアンからの寄付のみで支えられています。そし

ていただいた寄付はすべて奨学生の為に使われて

います。 

寄付金には普通寄付金と特別寄付金の２種類が

あります。 

 

「普通寄付金」日本の全ロータリアンからクラブ

を通じて定期的にいただく寄付金で、各クラブで

決定した一人当たり分の金額の会員数分を、半期

に一度送金していただきます。 

 

「特別寄付金」 個人・法人・クラブから普通寄付

金以外に任意で行なう寄付で、ロータリー関係者

以外からの寄付も可能です。この特別寄付金は税制

上の優遇措置が受けられます。 

 

幹事報告   高橋 功吉 
 

 会員の推薦書が、一色会員・原会員からあがっ

ています。事務所に掲示していますので、異議申

し立てのある方は、1週間以内に申し出てくださ

い。 

 

親睦旅行 旅行日程 

2018年11月18日(日)～11月19日（月） 

 

11月18日（日）：苅田役場出発（9：00）→深耶馬（昼食）

→大観望→ホテル（夜間移動例会） 

11月19日（月）：ホテル（10：00）→九重夢大橋→別府IC

→別府湾SA（昼食）→行橋IC→苅田役場 

 

ホテル 渓谷の宿 二匹の鬼  

大分県玖珠郡九重町                     

田野 947-5 



クラブ協議会  

  
社会奉仕委員長   

 

 杉坂 正徳 

苅田町高城山観光応援事業の活動の進捗報告 

☆活動のスケジュール 

10月 13日 ベンチの設営（協和林業）8:00集合  

原 R・高橋 R・井手口 R 

10月 21日   

10：00 集合・例会 

 11：00 高城山標語コンクール表彰式・撮影会 

 12：00 昼食会  

参加者 来賓者（町長、副町長、教育長）予定

標語入選者の生徒・保護者     

報道関係者            

インターアクトの生徒       

苅田ロータリークラブ会員 

10月 27日 標識の設営（なか工芸） 8：00   

IAC生徒 5名・井手口 R・原 R   

屏 R・田辺 R・高橋 R 

☆予算 

項 目 支払先 金 額 

看板 なか工芸 172,000円 

アルミ角パイプ なか工芸 63,800円 

取付工事 なか工芸 32,400円 

オレンジウッド Eベンチ 協和林業（有） 183,000円 

取付工事費 協和林業（有） 108,000円 

合計  561,600円 

クラブ拠出金 191,600円          

ロータリー財団地区補助金 370,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

       丸山 R 廣田 R 

 

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  

 

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 

近隣クラブ例会変更  
 

行橋みやこＲ Ｃ  10月 17日→樋田Ｇ補佐Ｃ協議会 

          10月 24日→岡野Ｇ公式訪問 

10月 31日→休会 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  10月 23日→27日 移動例会 

              「ホタルプロジェクト」 

10月 30日→休会 

11月 13日→花壇整備 7：00～  

11月 27日→夜間例会 18：30～ 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  10月 12日→樋田Ｇ補佐Ｃ協議会 

          10月 26日→岡野Ｇ公式訪問 

田 川 Ｒ Ｃ  11月 21日→釜山釜田 RC歓迎例会 

豊 前 Ｒ Ｃ  10月 26日→岡野Ｇ公式訪問 

11月 8日→ハロウィンや缶例会  

 



 

ニコニコ BOX  

 

親睦活動委員会委員   廣田 琢磨 

   

片岡 孝市  クラブ協議会スムーズに進行出来ま

すように 

高橋 功吉  社会奉仕事業の成功を祈ります。 

丸山 謙一  お誕生祝い ありがとうございま

す。 

原田 雄幸  おかげ様で店の段ボールがかたづき

ました。 

平田 弘作  観月会お疲れ様でした。 

松田 博文  北海道に 25日～28日 撮影にいっ

てきました。 

高城 直紀  早退します。すみません。 

廣田 琢磨  誕生日プレゼントありがとうござい

ました。 

山口 勝弘  申し訳ありません。早退します。 

  

 

 

 

米山記念奨学会への寄付  

 

「普通寄付金」は、各クラブで決まった一人当

の金額を会員数分する寄付です。苅田ロータリー

クラブは、ロータリー年度初めに一人当たり 6,000

円を会費の中から寄付をしています。 

「特別寄付」は、任意の寄付で、個人寄付・法

人寄付・クラブ寄付があり累計額に応じた表彰制

度があります。特別寄付は個々の名で登録をして

いますので寄付金が累計されていきます。累計 10

万円で第１回米山功労者となります。以降、10万

円ごとに表彰されます。（マルチプル【20万～90

万】・メジャードナー【100万以上】） 

ロータリー米山記念奨学会は内閣府より「公益

財団法人」の認定を受けているため、寄付金には、

所得税（個人）、法人税（法人）の税制優遇が受

けられます。また、相続税も非課税となります。

特別寄付をされる方は、所属クラブを通して送金

いたしますので事務局までお問い合わせ下さい。

また,税制優遇の確定申告は 12月末、米山奨学会

の年度末は 6月末が区切りとなっています。 

出席委員会副委員長  山口 勝弘           

10月４日 出席数 27名 出席率 75％ 

 

メークアップ  

10 月 4 日 戸畑 RC 鈴木 R 

10 月 9 日 行橋 RC 片岡 R・高橋 R 

10 月１０日 社会奉仕委員会 原 R・高橋 R  
          出席→〇 メークアップ→◎ 欠席→欠   

                                     
 

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ４週 

10/4 10/11 10/21 10/25 

1 青木 政憲 欠    

2 一色千恵子 〇    

3 井手口貞治 〇    

4 太田 春吉 〇    

5 角田 成弘 〇    

6 壁屋 好惠 〇    

7 片岡 孝市 〇    

8 官見 敦司 欠    

9 木部 義憲 欠    

10 沓脱 壽 〇    

11 國永 修一 欠    

12 杉坂 正徳 〇    

13 鈴木 公利 ◎    

14 角﨑 明美 欠    

15 高城 雅春 欠    

16 高城 直紀 〇    

17 高橋 功吉 〇    

18 竹部 武男 欠    

19 田辺 浩爾 欠    

20 長江 三郎 〇    

21 原田 雄幸 〇    

22 原 公克 ◎    

23 桧槇 敬 欠    

24 廣田 琢磨 〇    

25 平田 弘作 〇    

26 福田 洋司 〇    

27 屏 正隆 〇    

28 前田 頴子 〇    

29 松田 博文 〇    

30 松本 聡 〇    

31 丸山 謙一 〇    

32 宮崎 芳樹 〇    

33 矢野 強 〇    

34 山口 勝弘 〇    

35 結城 吉絵 欠    

36 渡邊 剛 〇    
 


