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未来への貢献につなげよう 

本日のプログラム＜第２０６４回例会＞ 

ロータリー財団 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2062 回例会記録＜2019 年 10 月 24 日＞ 第 2063 回例会記録＜2019 年 10 月 27 日＞ 

先週の例会はお休み、そして例会変更の次週は「防

犯カメラ・防犯標語看板贈呈式及び防犯標語入選者

表彰式」です。社会奉仕委員の皆様尽力宜しくお願

いします。 

 さて、10月 3日の例会日のガバナー月信 

には末永直行氏特別追悼号が発行されました。 

（※以下月信特別号から抜粋） 

彼は、福岡西ロータリークラブの会員 

でした。博多駅弁当業を経営し 30 代の若さで入会

し 47 歳でガバナーを務め 59 歳で国際ロータリー

理事に選ばれ最高のキャリアに到達しました。末永

氏はそこにおられるだけで芸術文化の香が漂う紳

士でした。九州文藝楽団の要望で私財を投じ音楽ホ

ールを建立し博子婦人と共に福岡音楽院の設立な

ど音楽文化向上の貢献や国際交流も多く、フランス 

共和国から数々の勲章が授与されています。末永家

の家訓とも言える祖父の教えは「財を増やそうと思

うな世の為に使え」でした。福岡音楽愛好会を立ち

上げて気楽に楽しめる演奏会を定期的に開催し多

くの市民からの支持を得たのです。 

 そして、彼は、96歳で私達の元を去りました。 

人類の向上の為に全人生を費やした人を失ったの

です。人類に奉仕する仕事に続くようにとレガシー 

のみ残して。（遺産や先人の遺物）。 

  

 

本日は、苅田町にも犯罪防止や事件解決に大きな 

役割を果たす為の防犯カメラを設置する活動が 

終結に近づき、こうして本日式典の日を迎えるこ

とができました。社会奉仕委員会では前期より構

想を温め度重なる打ち合わせ関連機関との交渉

等々ご努力の結果予定通り実を結ぶことができ

ました。関係者は勿論のこと全会員の皆様に感謝

いたします。 

＜表彰式会長挨拶＞ ※中略 

本日は、ご多忙中にも関わらず苅田町教育長をは

じめ 4 名のご来賓にご臨席賜り式典を開会して

おります。今回は中学生の皆さんから標語を募集

いたしました。多くの標語が寄せられ厳正なる審

査の結果この度は 30 名の皆様に表彰状と賞品を

授与いたします。苅田町の皆様の安心できる生活

にお役に立てれば幸いに感じます。 

前田会長の時間 

☆お疲れ様弁当☆ 

会長：前田 頴子 



社会奉仕委員長 杉坂正徳会員  

 

会員の皆様のおかげを持ちまして滞りなく「防犯カメラ・防犯標語看板贈呈式及び防犯標語入選者表彰式」を 

無事執り行うことができました。委員会を代表いたしまして心から感謝申し上げます。 

下記にて、防犯標語入選者を今一度皆様にご紹介いたします。重ねてご協力頂きありがとうございました。 

苅田 標語 新津 標語 

1 犯罪は必ず見られてる 1 それでいいのみんな君を見ているよ 

1 立ち止まれあなたの行動見られてる 1 犯罪には未来も希望もなにもない 

1 つくろうよ安心安全な苅田町 1 みているよあなたの行動防犯カメラ 

2 犯罪はしないさせない許さない 1 立ち止まろう君の心に聞いてみて 

2 その行動全てカメラで観察中 2 事件事故起こってからではもう遅い 

2 犯罪は絶対やらないやらせない 2 不審者に会ったらすぐに 110番 

2 ちょっとまて君の人生のわかれ道 2 暗い道警戒しすぎが丁度いい 

2 危険はねいつもの道にもひそんでる 2 見ていますあなたの悪事最初から 

2 考えて今からおこす行動を 2 大丈夫勇気を出して第１歩 

3 ちょっとだけそれでもやれば悪いこと 3 その行動見られているよやめようね 

3 あぶないよ君の後ろにあやしい影が 3 犯罪をするなさせるな見逃すな 

3 犯罪を行う前に思い出せ両親の顔大好きな人 3 見て見ぬふりそれも一つの犯罪です 

3 その手と心汚れる前にやめようよ 3 その行動きっと誰かが悲しむよ 

3 ちょっと待て今なら間に合うまだ無罪 3 犯罪はあなたの未来を壊す 

3 一瞬止まって考えよう犯罪への道幸せの道   

3 めざそうよ犯罪のない平和な町   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

米山記念奨学委員会委員長 國永修一会員 

私の委員長としての役割は、この事業に賛同してい

ただき寄付金を募る。これが殆どの役割でありま

す。当クラブでは年間６０００円の普通寄付、毎年

２．３名の特別寄付者、また１０名程度の積立によ

る特別功労者予備軍がおりますので順調であり心

配することはありません。 

 月信の９月、１０月号にも地区の委員長の寄稿が

掲載されております。２７００地区は、昨年まで特

別寄付者割合では長い間最下位にありましたが遂

に脱出し、そのうち個人寄付額の伸び率は↗ 

全国１位に躍進しました。 

これは地区委員会のいろんな試みが功を奏した結果だ

と思われます。 

この特別寄付は１０万円という誤った理解があり、これ

がハードルとなっていましたが１００円という小口寄

付も可能であるとのことが浸透して、小口寄付者が増え

た結果も一つの要因であろうと思われます。 

 今後も豆辞典を見て、この事業に賛同していただく会

員が増えることを願っています。 

インターアクト例会 

10月 24日に行われた 

インターアクト例会のテ
ーマは「あなたの望む未
来を手に入れる方法とし
て未来ノートの作成をし
ました。 

素晴らしい未来予想図が
期待できそうです。 

 

次回 11/7(木)16：45～ 

視聴覚教室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ＫＲＣ１１月例会予定               ★地区・第１６・ロータリアン参加行事予定 

日 内容 テーマ 駐車場 

１４ 会員卓話 腰痛について ◎ 

２３ 標語看板設置  ◎ 

２８ 会員卓話  × 

 
＜2019～2020年度ＲＩ＞   会 長 ： マーク・ダニエル・マローニー 
＜第 2700地区＞            ガバナー ： 灘谷 和德 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 前田 頴子 

幹 事 ： 原  公克 
ＳＡＡ ： 廣田 琢磨 

＜創 立＞ 昭和 51年 6月 28日 
＜例 会＞ 毎週木曜日 12：30～ パンジープラザ TEL 093-434-3641 
＜事務局＞ 苅田町京町 2-3-1 TEL 093-434-1488 FAX 093-434-6543 
e-mail kanda-rc@f4.dion.ne.jp URL:www.kanda-rc.com 

IT・週報委員会委員長：:結城 吉絵：渡邊 剛、沓脱 壽、角﨑 明美 

 

ニコニコ BOX  
親睦活動委員会委員長  松本 聡 

平田 弘作  早退します。 

片岡 孝市  丸山ちゃんの冥福をお祈り申し上げます。 

竹部 武男  早退します。 

山口 勝弘  丸ちゃんが早く成仏出来ますように。 

角﨑 明美  ご案内したライブ渡邊会員に来ていただきました。ありがとうございました。 

丸山会員のご冥福をお祈りいたします。 

鈴木 公利  27日は出席します。前日の 26 日「地区組織変更に伴う説明会」でプレゼンターを努め

させて頂きます。 

福田 洋司  丸山会員のご冥福をお祈りします。 

壁屋 好惠  丸山会員のご冥福を!! 

                            

・11 月 12 日（火） 社会福祉大会（前田 R） 

・11 月 16 日（土） 小倉南ロータリー50 周年式典 

・11 月 21 日（木） 理事会（三原文化会館） 

※出席者はお忘れのないようにしましょう 

次回 11/14 会場設営： 第 1 班 松本 R・田辺 R・木部 R 

ほのぼのトピックス「前田会長杯」 

10月 22 日にチェリー 

ゴルフクラブにて「第 1

回前田会長杯」が行われ

ました。秋晴れの中スコ

アはさておき気分最高

の時間でした。 

・行橋ＲＣ  11月 19 日→早朝例会「花壇整備」 
・豊前ＲＣ  11月 7 日→ガバナー公式訪問 
             クラブ協議会（築上館） 

 11月 14 日→ガバナー公式訪問 
・豊前西ＲＣ 11月 14 日（15日）→ガバナー公式訪問 
       11月 22 日→休会 
 
・田川ＲＣ  11月 13 日→15日（金） 
             韓国釜山釜田 RC歓迎例会 
             18時 30分 

★近隣クラブ例会変更等 


