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東京オリンピックで日本のメ

ダルラッシュに日本中が歓喜し

ている中、昨日は東京で3800人

を超え、神奈川で1000人を超

え、福岡でも1昨日は5/19以来

の400人を超え、昨日が364人で

新型コロナ中でも新種のデルタ

株が蔓延している状況です。 

福岡県は「福岡コロナ警報」

を発動し、県民及び事業者の皆さんへ、不要不急の

外出自粛や営業時間の短縮など感染防止等に関する

各種要請を行いました。 

そんな中にあって、昨日はクラブ運営委員会の炉

辺会合に参加させていただきました。委員長の活動

方針の元に皆さんの活発な意見が刺激的で、その中

から具体的な内容が見えてきて苅田ロータリーの会

員のポテンシャルの高さに感動いたしました。 

私たちロータリークラブが第一に考えなければな

らないことは、会員基盤の維持にあるのだと改めて

感じる時間でした。  

さて、暑さがピークに達している現在ですがここ

で終戦記念日前なので少しお話しします。(以下東京

ロータリーHPより抜粋) 

大陸での戦火拡大と対米関係の悪化に伴い、日本

のロータリーに対する攻撃は一段と激しくなった。

クラブの例会に憲兵や特高がしばしば臨席し、ま

た、そこでのスピーチもあらかじめ警察に届け出な

ければならなくなった。新聞紙上でも、一部では

「米国のスパイ」呼ばわりされたうえ、「解散すべ

し」と指弾される始末であった。 

そこで日満ロータリー連合会では、ロータリー組

織を国家単位に改組することとし、もし、これが受

け入れられなければＲＩから脱退する方針を定め、

傘下の各ＲＣに通告した。しかしながら世情の圧力

は、ロータリアンの力ではすでに支えきれないとこ

ろまできていた。遂に日満連合会会長の米山梅吉が

軍当局に呼び出され、ロータリーの存在は「大日本

帝国に対する反逆である」とまで極言されるに至っ

た。 

１９４０年８月８日、まず、静岡ＲＣが解散。わ

が東京ＲＣでは８月１４日の例会で解散問題がとり

あげられたが、なお、賛否は分かれていた。８月１

９日の岡山、８月２１日の京都、９月５日の神戸、

今治、帯広と相次いで解散を決定。東京ＲＣも遂に

９月１１日の例会で解散を決議した。 

この時、創立者の米山梅吉は重い足を引きずるよ

うにして壇上に立ち、「奉仕の理想はあくまでも堅

持したい」と最後の挨拶をした。東京ＲＣが誕生し

て、ちょうど２０年がたっていた。 

その後、東京ＲＣの会員たちは、組織解散後も会

合を続け、２カ月後の１９４０年１１月１５日、新

しい組織として水曜クラブをつくることを決めた。 

 

１２月４日の設立総会には、かつての会員１９０名

が参加。従来通り奉仕の精神で臨むこととなった

が、国際ロータリーとの関係は断たれており、地区

大会なども開かれるわけではなかった。なお、他の

都市においても同様で、名称のちがいはあったが、

同じ精神と目的でクラブ活動は行われていた。 

水曜クラブ発足から最初の２年のあいだは比較的

平穏に過ぎ、毎週水曜日には例会を開くことができ

た。一時消えていたバースデーケーキも復活。１９

４１年２月には、ロータリーの創立を記念して、さ

さやかながら家族会が開かれたほどである。出席率

もはぼ７割を維持することができた。 

しかしながら１９４１年１２月、日本は太平洋戦

争に突入。そのため、物資の統制は強化され、週報

用紙の入手すら困難になる。会員の誕生祝いにはバ

ースデーケーキに代わり水飴を贈ることになった

が、それすらやがてできなくなってしまう。さらに

１９４５年５月には、会場の帝国ホテルが罹災した

ため、例会も一時中断。場所を日本工業倶楽部に移

して再開したものの、出席者は、それぞれ弁当持参

というありさまであった。 

戦時中の奉仕活動は、主に傷病兵や留守家族の慰

問、孤児の救済にそそがれたということです。 

ここからは戦後復帰についてですが、国際ロータ

リーへの復帰の条件は、(１) 水曜クラブを解散する

こと、(２) 国際ロータリーの定款細則を厳守するこ

と、(３) 国際ロータリーへの義務を完全に履行する

こと、であった。 

かくして東京では、１９４９年３月２３日、水曜

クラブを解散し、ロータリークラブを結成すること

になった。会長には小林雅一、副会長にダーギン

（R. L. Durgin）、幹事に田辺元三郎が就任した。

東京に次いで京都、大阪、神戸、名古屋、静岡、札

幌が決まり、この７クラブをもって新たに第６０区

を形成することになった。 

東京ＲＣのチャーター伝達式は、４月２７日、日

本工業倶楽部で行なわれ、ミーンズから小林会長に

チャーター（番号は従来のまま８５５番）が手渡さ

れた。式には名誉会員となったマッカーサー元帥か

らステートメントが寄せられ、吉田茂首相も出席し

て祝辞が述べられた。 

復帰後の第６０区ガバナーに選ばれたのは手島知

建である。彼は日本ロータリーの再建を「戦後の日

本における最も幸せな出来事」であると語り、６月

１日、国際協議会への出席のため、羽田を飛び立っ

た。事実、戦後の日本で、国際団体への復帰、加入

が許されたのは、宗教関係団体をのぞけばロータリ

ークラブが最初である。わがクラブは、戦後の混乱

のなかから、幸せな再出発をしたといえよう。だ

が、東京ＲＣの創設者・米山梅吉は、すでに１９４

６年４月、日本のロータリー復帰をみることなく、

郷里の沼津で逝去していた。との事。 

第 2116 回例会記録＜7 月 30 日＞ 会長の時間  渡邊 剛 



  

 

 

灘谷ガバナー年度、前田会
長と同じ年に行橋ＲＣ会
長を行いました、本年度第
1Ｇガバナー補佐を仰せつ

かりました志村俊郎と申
します、よろしくお願いい
たします。 

貫ガバナーの地区重点目
標のメインは、会員増強と
インパクトある奉仕活動

の実施です。詳しくは、ガ
バナー公式訪問資料をご確認ください。 

【渡邊会長クラブ運営方針】 

ＰＥＴＳ（会長エレクト研修会）で報告があった、今
後のＲＩ(国際ロータリー)の方向性も含め、とてもわ
かりやすくまとめられております。 

「もっと行動し、もっと成長しましょう！」のテーマ
の元、会員の皆様、会長をご支援いただき、頑張って
ください。 

【親睦活動委員会】 

コロナ禍で思うような活動ができなかったと思いま
すが、ワクチン接種が行き渡る来年は、親睦旅行を楽

しんでください。 

【出席委員会】 

行橋ＲＣでは顔と名前を早く憶えて頂く意味でも比
較的新会員が就くことが多いです。長期欠席者やなか
なか出席ができない会員への小まめなお声掛けで、ぜ
ひ 100％例会出席を達成してください。 

【公共・広報イメージ向上委員会】 

マイロータリーの登録率は現在 76％です。行橋みやこ
RC100%、行橋 RC97％ですので、ぜひ早期 100％達
成を目指してください。 

ロータリーの周知広報手段としては、行橋みやこ RC、
豊前 RC が Facebook や Instagram などをうまく活用

しています。SNS など得意な会員がおられるでしょう
から、お取り組み下さい。紙媒体の週報も、自宅に持
ち帰ると意外に会員以上に家族の方がよく読んでお
られます。ロータリーファミリーへの周知も大事な広
報活動だと思っています。 

【会員基盤向上委員会】 

4 年後の 50 周年時のクラブのあるべき姿をイメージ
して、長期計画の策定、数値目標の設定など、他のク
ラブに先駆けた取り組みであり、ぜひ第１G 内で参考
にさせて頂きたいと思います。 

【会員基盤/会員選考/職業分類委員会】 

地区目標も 3,400 名(1.08 倍)を目指しています。ぜひ、

純増 6 名の 40 名を達成してください。1 人が 1 人を 

 

推薦する「新入会員入会声かけ運動」にお取り組み下
さい。 

【会員研修委員会/Rotary 情報委員会】 

来年 1 月 29 日開催予定の IM(ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)の午前

中に、地区研修委員会主催の入会 3 年未満会員を中心
とした研修会を企画しているようですので、ぜひご活
用ください。 

【奉仕プロジェクト委員会】 

今年度は、第１G でのインパクトある奉仕デー「豊前
海海岸一斉清掃」や地区補助金を活用した「ソフトボ

ール大会」開催など、積極的に児童育成、地域貢献、
公共イメージ向上に努められております。苅田工業高
校 IAC などにもお声掛けいただき、成功を祈念いたし
ます。 

【国際奉仕委員会】 

今までも素晴らしい国際奉仕事業をされており、ぜひ

コロナが終息した際には、行橋 RC はじめ国際奉仕活
動に取り組んでいない第１G内にもお声掛けください。 

【青少年奉仕委員会】 

IAC 台湾研修もまだまだ開催ができませんが、地区
IAC 委員会では国内での合宿研修(高野山など)も企画
中とも聞いています。台湾研修は 1 人だけですが、多

くの生徒が参加可能で、米山奨学生を交えた交際交流
もできる事業です。ぜひご参加ください。 

【会場監督】 

例会中、全く携帯電話が鳴らないことが素晴らしいで
す。良識をわきまえた苅田 RC の歴史と SAA の指導
の賜物です。 

【Rotary 財団/米山奨学委員会】 

行橋 RC では目標寄付額が平均以下だったので、ここ
数年は知識と経験とパワーを持ち合わせた歴代パス
ト会長が委員長となり、会員への周知広報を図ってい
ます。 

苅田 RC も過去米山奨学生を受け入れてきた経緯もあ

り、寄付をするだけでなく、また受入れをされてはい
かがでしょう。 

【予算について】 

ニコニコの予算額が行橋 RC 会員(49 名)とほぼ変わら
ず、たいへん積極的で素晴らしいと感じました。 

私が会長を引き継ぐまでは、会員数も 40 名を切って

予算も緊縮財政でしたが、純増 7 名(8 名増、1 名減)を
行ったら、入会金、会費共に増加し、財務内容が一変
して安定しました。 

ぜひ、会員増強、会員維持に積極的にお取り組み下さ
い。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会  RI 第 2700 地区第 1 グループ 志村俊郎ガバナー補佐 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 

行橋ＲＣ 

志村 俊郎 来週のガバナー公式訪問もよろしくお願いします。本日はクラブ協議会大変お世話になりました。 

福島小太郎 まん防下にお邪魔していまい大変恐縮しております。ワクチン接種済の皆様もくれぐれも怪しげな所へ

の出入りはお控えください。 

岡本 和久 本日は苅田ＲＣさんへはじめてお邪魔しました。毎日暑い日が続いておりますがご自愛ください。 

 

渡邊  剛 志村さん、福島さん、岡本さん、ありがとうございました。 

松本  聡 行橋ロータリーの皆様、ありがとうございました。 

片岡 孝市 志村ガバナー補佐、福島さん、岡本さん公式訪問有難うございます。 

壁屋 好惠 志村ガバナー補佐、岡本パスト会長、福島パスト会長、ありがとうございました。 

鈴木 公利 次週、卓話の為、大川ＲＣに伺いますので欠席します。 

坂岡 英俊 7 月 17 日に無事に子供が生まれました。元気な女の子です。 

竹部 武男 週報のお詫びです。 

國永 修一 志村ガバナー補佐、並びに助さん格さんありがとうございました。 

杉坂 正徳 志村ガバナー補佐一年間よろしくお願いします。 

矢野  強 ガバナー補佐今日はありがとうございました。 

高城 雅春 志村ガバナー補佐はじめ行橋ＲＣの皆様、メークアップありがとうございました。 

      岡本パスト会長お誕生日おめでとうございます！ 

山口 勝弘 コロナ及び私用で欠席が続き申し訳ありませんでした。 

屏  正隆 岡本パスト会長、福島パスト会長、今日は志村ガバナー補佐の応援ありがとうございます。 

青木 政憲 昨夜、第一回目の炉辺会合を行いました。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2020～2021 年度ＲＩ＞  会 長  ： シュカール・メータ 

＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 貫  正義 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 渡邊  剛 

幹 事 ： 松本  聡 
ＳＡＡ ： 中尾 則子 

＜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：:竹部 武男・高城 雅春・長江 三郎・ 
            原田 雄幸・太田 春吉・角田 成弘 
       

 

日 内容 場所 

8/13 お盆休会  

8/20 活動方針会計報告 パンジープラザ 

8/27 会員増強卓話 パンジープラザ 

9/3 会員研修 パンジープラザ 

今日のお客様  

 

 

苅田ＲＣ予定表 

 

 行橋ロータリークラブより 

岡本パスト会長、福島パスト会長が応援に 

来てくださいました 

ありがとうございました。 


