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皆さん、こんにちは。久し

ぶりの例会です。皆さん

の元気な姿を見れて嬉し

く思います。12 月 20 日に

チャリティー餅つき大会

があり、24 日はクリスマ

ス家族会が出来なかった

ので、皆さんのところに木部親睦委員長とクリスマス

ケーキを届けにまわりました。1 月 9 日は次の世代に

残したい映像資料事業の最後の DVD 寄贈式が開催さ

れました。当日は大雪だったためロータリアンの出席

者は少なかったですが、命懸けで出席していただいた

皆様ありがとうございました。その後、緊急事態宣言

が発令され例会が中止になっていましたので、ずっと

会えてなく新年の挨拶もできていない会員さんがい

ますので、改めまして明けましておめでとうございま

す。 

昨日 3 月 11 日は東日本大地震が起きて 10 年が経

ちました。地震や津波で沢山のものが壊されました。

心の傷は治されないでしょうが、壊れた建造物は元に

戻ります。壊れたものを元に戻すということは、そこ

には経済が働きます。しかし今回のコロナウイルスで

は何も壊されていません。もし壊されたものがあると

したら人と人との結びつき、心が壊されたかもしれま

せん。人と会わないことに慣れると、心が落ち込んで

引きこもりになってしまいそうで怖くなります。商売

では、もう一年売り上げ不振が続いていますが、収束

されれば経済が元に戻るかというと、そうはいかない

かもしれません。しかし、高齢者のワクチン接種も始

まります。65 歳以下のワクチン接種は 8 月以降にな

るかもしれませんが、早く平穏な日常に戻ることを心

から願います。 

例会中止やプログラム変更で、皆さんにはご迷惑を

おかけしておりますが、まだまだこれからも変更があ

るかもしれませんが、ご協力をお願いいたします。 

なんとかこの状況を乗り越えないといけません。皆さ

んはロータリアンですので、コロナウイルスに負ける

ことなく心だけでも明るく前向きに、頑張って参りま

しょう。 

第 2105 回例会記録＜3 月 12 日＞   

会長の卓話   屏 正隆会長 

幹事報告 

 

・親睦旅行は中止となりました。 

・地区大会は行ける人だけの参加です。 

・45 周年記念式典は中止となりました。代わり

に 1万のフランス料理を食べに行くことにな

りました。 

・コロナによる休会でプログラムの変更が多い

ので注意して週報を見てください。 

青少年奉仕委員会 

今年の 4/2９に行われる青豊高校である年次大会

は、コロナの感染防止の為 10 名程度の参加とな

っており、インターアクトの生徒 7名、引率の顧

問の先生 2名、ロータリーからは私、青木と屏会

長の 2名の参加となっています。また、終わりま

したら報告したいと思います。 

 



松本 R、 只今、妻が 6 人目を妊娠中です。嬉しいです。後、痛風は治まりました。ご心配をおかけしました。 

桧槇 R  どこにも行っていないのでウエストが３ｃｍ増えました。交際費も使っていないので 

税金も増えるかもです。 

中尾 R、 お店が 9 時までなので家に 10 時には帰ります。テレビが見られるようになりました。 

井手口 R、一年間お店は営業できておらず印鑑と便利屋をしているので 10 年間見てなかったテレビを見ています。 

妻と夜長くいるので違和感がありますが、普通の人になれた感じです。 

壁屋 R、 ずっと風邪もひかなかったのに 10 月に帯状疱疹になりました。コロナのせいで外に出られず精神的に参

りますが例会が出来るようになり嬉しいです。 

矢野 R、 朝 6 時半に起き、夜 8 時に寝る生活です。テレビではサプリをたくさん宣伝していますね。 

沓脱 R、 時間をもてあそんでいます。でも欠かさず毎日 1 万歩を目標に散歩しています。 

長江 R、 73 歳になりました。仕事で丸山さんの娘さんの内装をしています。ぼちぼち家で飲んでいます。 

渡邊 R、 52 歳。毎年夏に 1Ｗ冬に２Ｗは風邪を引いていましたが、今年は元気です。 

     50 肩で松本 R の所に通っています。直接松本先生に施術してもらいたいです。 

山口 R、 東日本大震災から 10 年経ちましたが 1 年が早いです。77 歳の喜寿を祝ってもらいました。ゴルフに行

っていないのでこの前スコア 100 でした。練習しないといけません。 

石田 R、 会社と家の往復で、家にいる時間が長くなりました。妻と子と犬で過ごしています。外に行かないので 

     お小遣いを減らされました。 

鈴木 R、 59 歳になります。外に出られないけどリモートで忙しいです。明日は渡辺さんとＰＥＴＳに行きます。 

     私は 15 分ですが渡辺さんは 6 時間みっちりあります。 

竹部 R、 父が阿蘇に一人でいるので毎週帰っています。1 月の大雪で骨折したり辞めたりで人が足りず、私も配達

に出ています。 

木部 R、 飲みにも出ていないので夜寝るのが早いです。病院もなかなかいってないです。 

高城雅 R、ＩＭがあと一歩の所、コロナで断念したのがとても悔しかったです。委員会もたくさん開いてくれて 

皆様のご協力に感謝しています。ありがとうございました。 

高山 R、 人生初、胃カメラをしました。逆流性食道炎でしたが、体重が 10 キロ増え、メタボといわれました。 

     お酒を控え、5 キロのダイエットを目指して妻とウォーキングするつもりです。 

青木 R、 外食が好きなのですが出来ず、家でバーベキューをするようになりました。近所に野良犬と野良猫が増

えました（笑）今日のお肉でまたバーベキューです。 

坂岡 R、 餅つきやＤＶＤ贈呈式のご協力ありがとうございました。我が家も今年の夏に家族が増えます。 

前田 R、 コロナで何もできません。横浜の孫にも会えず寂しいです。私もメタボにならないように散歩します。 

片岡 R、 9 時に寝て、4 時か 5 時に起きてます。私もウエストが５ｃｍ増えました。後晋州飛鳳ロータリークラブ

との同意書を郵送することになりましたのでお知らせします。 

杉坂 R、 3 月の決算で接待費を使っていないのがよくわかりました。後家族と仲が良くなりました。 

廣田 R、 バスマット事件ですがうちとは全く関係ないので大丈夫です（笑）結婚して 1 年経ちました。 

屏 R、  皆さんの声が聞けて良かったです。高校の卒業式で私だけ PTA 会長として挨拶ができました。 

     関係ありませんが韓国ドラマの「愛の不時着」を見ましたか？ものすごく面白いのでお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

各会員の近況報告 

 河内山 秀一会員 

 



ニコニコ BOX 

屏  正隆  久しぶりの例会ですが、参加して頂きありがと

うございます。皆様にあえて嬉しいです。 

廣田 琢磨  久しぶり例会、とても楽しかったです。 

桧槇  敬  3 月に例会がはじまりました。コロナ感染に気

を付けて頑張りましょう。 

竹部 武男  ニコニコします。 

山口 勝弘  77 歳の喜寿を迎える事になりました。 

長江 三郎  73 歳、よろしく!! 

矢野  強  久しぶりです。ニコニコします。 

井手口貞治  ニコニコします。 

石田  徹  お祝いありがとうございました。出席率をあげ 

て頑張ります。 

 

 

親睦活動委員会委員長  木部 義憲 
松本  聡  誕生日祝いありがとうございました。 
鈴木 公利  誕生日プレゼント有難うございました。明日 

渡邊会長エレクトと PETS に出席します。リア

ル開催福岡で。 

青木 政憲  誕生日プレゼント、卓話有難うございました。 

渡邊  剛  久しぶりの再会を嬉しく思います。 

壁屋 好惠  お誕生日のお祝いを頂きました。有難うござい

ました。 

杉坂 正徳  久々に皆さんお元気そうで良かったです。 

木部 義憲  お誕生日お祝い頂きました。ありがとうござい

ました。 
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＜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

 

日 内容  

3/26 PETS 報告 パンジープラザ 

4/2 次年度補助金事業 〃 

4/10 45 周年記念 フランス料理 

4/16 クラブ協議会 パンジープラザ 

台湾の元米山奨学生の謝さんより手紙とマス

クとお茶が届きましたので(右図)、皆様にお配

りしています。心遣いが嬉しいと、屏会長がポ

ケットマネーで金箔のボールペン(右下図)と

お手紙を送っています。屛会長ありがとうござ

いました。 

 

4/10(土) 12 時 30 分からエタンセールカワモト(小倉)にて 

45 周年記念ランチ会食を行います。フランス料理です。 

皆で楽しみましょう!! 

 


