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本日のプログラム＜第２０８５回例会＞ 

 活動方針 クラブ管理委員会 広報公共イメージ 

 次回の例会 7/31 三原文化会館にて 

 

 

佐賀県 棚田 



 

 

皆様、こんにちは。まずもってまだまだコロナが収まって

いない中、豪雨災害によりお亡くなりになられた皆様のご冥

福をお祈りいたしますとともに被災者になられた方の一日で

も早い回復を心から願いお見舞い申し上げます。そんな中、

幸いにもこの苅田町においては被害がなく、本当に有り難い

なと思っているしだいです。今回２回目の例会ができること

に感謝をいたします。毎年毎年想定外なことが起き、今まで

経験したことがないことが起きるのは何故でしょうか。何か

天からのメッセージがあるのでしょうか。そんなことを考え

てしまう今日この頃です。 

さて、ロータリーっていったいなんだろうと会長になって

改めて考える機会を今たくさん頂いています。今まで入会し

て 10年、正直に言うと恥ずかしながら定款やクラブ細則をし

っかりと読んだことがありません。しかし役が人を作る、環

境が人を変えると言われているように、定款と細則を今しっ

かりと読み直しています。すると色んなことに気づきます。

定款はクラブ創立 45年が経ちますが多分一度も改正されてい

ないと思われます。いわゆる日本国憲法のように改正するに

は少し面倒臭い面があり改正に至っていないのだろうと考え

ます。一方クラブ細則は今まで 9回改正されています。これ

は条例のように、その時その時の時代背景、クラブの現状に

合わせ改正されてきたと思われます。現在の細則も、変えな

ければならないところが少々あるように思いますので、また

皆様に追って改正案をご提示できればと考えていますので、

その時はご協力お願いいたします。 

ロータリーっていったいなんだろうと言うことに戻ります

が、定款の第 4条目的にこう書かれています。ロータリーの

目的は意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これ

を育むことにある。具体的には、 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること、

第２職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン

各自の職業を高潔なものにすること 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および

社会生活において日々、奉仕の理念を実践すること 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを

通じて、国際理解、親善、平和を推進すること 

と書かれています。これを改めて何回も読み直して感じたこ

とは、奉仕と言う言葉がすべての項目に出てきていること。

「奉仕といえばロータリー、ロータリーといえば奉仕」みた

いなイメージがあるのは大切な定款の

目的に何度も書かれているからなのか

なと思いました。でも奉仕と言っても

ロータリーで使う奉仕ってなんだろう

と疑問が芽生えます。よく耳にする言

葉で、「最もよく奉仕するもの、最も多

く報いられる」という言葉です。ロー

タリー百科事典には、1989年の規定審議会で、サブ公式テー

マとして採用されたようですが、職業奉仕の根幹をなす標語

として重用されているようです。その中に「情けは人のため

ならず」と同義である。と書いていました。例えば落ち込ん

でる人がいても厳しく接したほうが良いよ。情けは人のため

にならずっていうだろう。というように、近年、誤って本人

の自立のために情けをかけて助けてやることは、結局はその

人のためにならないという意味で使っている方がアンケート

をとったら約半数いるそうです。私も少し前まで間違って使

っていました。本来の意味は、人に対して情けをかけておけ

ば巡り巡って自分に良い報いが返ってくるという意味の言葉

です。人様を助けたり、思いやりをかけておけば、結果とし

ていつか自分にも良い報いが訪れるということです。何とな

くロータリーで使う奉仕の意味合いが解ったような気がいた

しますが、これは深いのでまたの機会にお話しいたします。 

今、会長という機会をいただき、日々勉強をさせていただ

いていますことに感謝をしています。会長という役を知り、

役に徹し、役を超えず頑張ってまいります。また廣田幹事に

おかれましても入会 4年目ですが、幹事と言うお役に徹して

頑張ってくれています。すべては、苅田クラブが更によくな

るよう、更に好きになってもらえるようにと動いています。

「機会の扉は自動扉ではない〜動けば変わる〜」を実践中で

す。まだ始まったばかりですが、もがきながら行動する二人

を温かく見守っていただき、時には叱咤激励をしていただ

き、一年後、役を終えるときには成長したねと言ってもらえ

るよう頑張ってまいりますので、今後ともご理解ご協力をお

願いいたします。今日は高城ガバナー補佐のお話がありま

す。私のスポンサーでもあります高城ガバナー補佐の今年の

最大のイベント IMを成功させなければなりません。そのため

には皆様の力が必要です。どうか心からご協力のお願いをい

たしまして会長の時間を終わります。有難うございました。 
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今 日 の お 客 様 

 

IM 実行委員会報告と監査報告 

 

会計報告と 4 月のお誕生日 

 

 ７/９に國永修一実行委員長をはじめ、委員会皆様と第２回

IM 実行委員会を開き、それぞれの担当部署が決まりました。 

コロナウィルスの事で問題は出てくるとは思いますが、来年

1/23 の IM に向けて皆で乗り越え、頑張っていきましょう。 

 また、2019~2020 年度の決算報告の監査は正常に行われま

したのでこれを次年度に引き継ぎます。 

★有門功太郎 R(ありかど こうたろう) 

    生命・損害保険代理店 

★平石正信 R(ひらいし まさのぶ) 

 運送業 

★松山貞徳 R(まつやま さだのり) 

 環境整備事業 

私が会長に就任した時に屏さん達が応援に来てくれ

て嬉しかったので今日は私達も激励に来ました。 

2019~2020 年度会計報告は決算書の通りですが、昨年

はコロナウィルスの影響で色々なイベント(地区大

会、豊前６０周年記念、地区協議会、PEST・SEST、

台湾短期研修等)が中止された影響もあり、マイナス

収支にはなりませんでした。今年度も IM があります

が予算をしっかり守り、行事をこなして健全な収支を

願います。また、コロナウィルスで休会になっていた

私の４月の誕生プレゼントをありがとうございます。 

幹 事 報 告 

 

・８月の会費は通常通りです。 

・晋州飛鳳ロータリー会長から夏期短期研修中止の件と調印

式の件でお手紙がきていますので読み上げます(内容省略) 

・例会場の報告 7/17 松本商店 7/31 三原文化会館 

・木部義憲会員が 8 月より理事に就任します。親睦委員長と

兼任します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★ＫＲＣ例会予定★★★                

日 内容 場所 

7/31 活動方針 三原文化会館 

8/7 活動方針  未 定 

8/14 休会    ― 

8/21 地区拡大会員増強委員長 パンジープラザ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
＜2020～2021 年度ＲＩ＞  会 長  ： ホルガー・クナーク 
＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 古賀 英二 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 屏  正隆 

幹 事 ： 廣田 琢磨 
ＳＡＡ ： 杉坂 正徳 

＜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：:松本 聡・中尾 則子・河内山 秀一 
            坂岡 英俊・片岡 孝市・青木 政憲 

ニコニコ BOX         親睦活動委員会委員  片岡 孝市 

行橋みやこロータリークラブより 

有門功太郎  屏会長ご就任おめでとうございます。本日は大変お世話になりありがとうございました。 

平井 正信  屏会長１年間よろしくお願いします。本日はありがとうございました。IM 楽しみにしてます。 

松山 貞徳  屏会長、一年間頑張って下さい。 

 

屏  正隆  ２回目の例会が開けたことに感謝します。皆さんありがとうございます。 

高城 雅春  IM 実行委員長をはじめ各委員会長の皆様、昨日の実行委員会ありがとうございました。 

平田 弘作  ニコニコします。 

片岡 孝市  松山さん、有門さん、平石さん久しぶりの再会です。本日はありがとうございました。 

廣田 琢磨  みやこロータリーの皆さん、例会に来て頂きありがとうございました。 

福田 洋司  ニコニコします。 

國永 修一  昨日はＩＭ実行委員会の参加ありがとうございました。 

壁屋 好惠  行橋みやこロータリークラブ３名の皆様、メークアップありがとうございました。 

理事会の２次会の４人でニコニコです!! 

(廣田 琢磨、松本 聡、屏 正隆、木部 義憲より)             

              

 

  

★地区・第１６ロータリアン参加行事予定 

・8 月 6 日（日） 会長幹事会  

※出席者はお忘れのないようにしましょう 

 

 

  

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 

 
 


