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Photograph 秋のダイヤモンド富士

本日のプログラム＜第２１２２回例会＞
会員増強

第 2121 回例会記録＜10 月 22 日＞会長の時間
みなさんこんにちは、
先週末あたりから一気
に季節が進み、日中でも肌
寒を感じるようになりま
したが、本日もこうしてパ
ンジープラザで通常例会
が開催できることを大変
うれしくお願いします。
9/30 に解除された緊急事態宣言から 3 週間が経過
し、感染者数も一気に減少いたしましたがこれから
冬に向けてインフルエンザの流行にも留意しながら
過ごしていきたいと思います。
また、本日も ZOOM を活用しての WEB も併用しての
例会を行っております。緊急事態宣言が解除された
とはいえ会員各々の事情等もあり例会場に足を運べ
ない会員のためにもこのオンラインを活用、併用し
た例会を継続していければと思います。
さて、先日 10/17 に本年度の２大事業の柱の一つ
である第 1 グループ 6 クラブの合同事業である
【SDGs
な世界へ！海の豊かさを守ろう～豊前海一斉清掃プ
ロジェクト～】が行われ、本年度職業奉仕委員長の結
城さんを筆頭に私たち苅田 RC は白石海岸においてロ
ータリアン 23 名、ロータリアン以外の参加者が 18
名の 40 名を超える参加者で行うことが出来ました。
最後の実行委員会では雨天決行！とまで心配された
天気も持ち直し、天候、気候共に恵まれて大変気持ち
のいい事業になりました。
本年度が始まる前の 5/11 の検討会議から始まった
実行委員会には結城職業奉仕委員長におかれまして
は延べで 7 回にわたる会議に参加いただき、私も矢
野理事、鈴木地区研修委員、松本幹事等と共に参加し
て進めてまいりました。ただ途中緊急事態宣言が発
令され、思うように準備がままならない状況ではあ
りましたが、結城委員長の持ち前のバイタリティー
により素晴らしい事業にすることが出来ました。

Rotary 財団寄付

鈴木会員はポールハリスソサエティ
桧槇会員はポールハリスフェロー
のピンバッチが届きました。毎年の寄付
本当にありがとうございました。

当日は片岡ロータリアン、高城副委員長には予定
されていなかった草刈りも行っていただき高城副委
員長においては翌日のごみの処分にいたるまでロー
タリアンの力強さに感動しました。そして参加いた
だいたロータリー以外方々においては口々に「参加
してよかった」
「白石海岸がこんなに荒れているのに
驚いた」
「気持ちよく会社の朝礼で話をした」など、
反響も大きな事業になりました。皆様大変お疲れさ
までした。また今回の事業の目的の一つである地域
を巻き込んだ事業として竹部会員にお骨折りいただ
き、このあたりの全新聞社にも取り上げていただき
第 1 グループのロータリーの存在を多くの方に知っ
ていただくいい機会になったと思います。当日も模
様は Facebook にも掲載していますので一度ご覧くだ
さい。
今後の活動として 11 月には観月会、11 月末には本
年度のもう一つの大きな事業である少年ソフトボー
ル大会も控えております。これまで自粛していた分
を挽回すべく皆様と共に素晴らしい時間にしてまい
りたいと思います。
昨日は第 1 回目の候補者指名委員会を開催して無
事に選考委員長が決定し私もほっとした所です。後
程委員会報告の所で委員長からご挨拶があると思い
ますのでよろしくお願いします。
さて、本日は、昨年度から延び延びとなっておりま
した新入会員卓話でございます。入会して随分経っ
ておりますので会員の皆様とは既に色々な行事を通
じて親しくしていただいているとは思いますが、こ
の機会を通して改めて卓話者の人となりを知ってい
ただき益々交流が深まることを祈念いたします。今
まで自粛していた夜間例会、また炉辺会合等積極的
に行っていただきクラブの活性化に繋げて参りたい
と思います。
本日もどうぞよろしくお願いします。以上で会長
の時間を終わります。

バッチ贈呈

会員卓話

坂岡 英俊会員

皆様こんにちは、まずは自分の生い立ちを話させてもらえたらと思います。
昭和48年11月13日生まれの48歳です。父親の仕事で、長崎に少しの間住んで
いた時期もありました。その後、仕事の都合で田川郡香春町というところに移
り、香春幼稚園、香春小学校、香春中学校の１年生まで住んでいました。そし
て、又仕事の都合で苅田に戻って、新津中学校、苅田工業高校へ進み、小倉合
成工業㈱に入社 会社では、基本製品や商品の原料を作る作業をし、サランラ
ップの原料、塗料のたれ防止の原料、固めるテンプル等を作っていました。22
年間勤めて、父親の会社も継ぐ気が無かったのですが、心境の変化があり40才
目前で１年間悩んで、会社を継ぐことを決め現在に至ります。そこで、同じ組
合で仕事をさせて貰っている、高城 直紀さん、石田さんと出会い、商工会議所青年部、そして苅田ロータリー
クラブに入会させて貰いました。
人見知りで、人前に出たくない自分ですが、嫌でも人前で話す機会が増えて、ロータリーの諸先輩方のお話
などを聞けて、少しずつ成長させて貰っているのかなと思います。
ロータリーに入って、昨年度は屏会長のもと社会奉仕委員長として、井手口さんにはすごく助けて貰いなが
ら図書館へDVDの寄贈や餅つき等の事業をさせてもらい、今後もロータリー活動をやらさせて貰いたいと思って
います。それと、来期は青木さんが会長で自分は幹事として、頑張らせて貰いたいと思っていますので、皆様
どうぞ宜しくお願い致します。

会員卓話

高山 峻会員

高山です。熊本県益城町出身の37歳で生まれてから20年程地元で過ごしました！
最初勤務したのは金融業に勤めました。というのも10代の頃自己啓発本が好き
だったので読んでいるとお金を動かしなさいと書いてあったから、ならばお金
を貸す金融関係がいいんじゃないかと考えたのを覚えております。小さい会社
でしたので業務全般行い様々な体験をしました！
その後弊社社長でもあります松本と出会い今15年程飲食店に勤めておりま
す。何も社会の事を分からない自分に社会の本質や人の在り方を教えてもらい
ました！人を幸せにすればその幸せは自分に返ってくると。
そして苅田の地にご縁があり皆様のご協力があり今年で10年目になりました。
まさか自分がロータリークラブに入会し活動する事があるとは思ってもみなか
ったので人生何があるか分からないなと思っています。
ロータリアンとしては去年入会ですがコロナ禍の中なかなか活動出来おらず、先日の海の清掃活動が初めて
でした！仲間達と共に時間を共有するのは楽しいと感じています！自分自身としては本年度社会奉仕委員長を
任されており、来月に控えております青少年ソフトボール大会の準備携わらせて頂きます。まだまだ勉強不足
な所ばかりなので皆様のご指導とご協力をよろしくお願い致します。
ロータリー奉仕デーを終えて

先日のロータリー奉仕デーの行事には片岡出席委員長さんが本日の出席 90%と言われましたように多く
の会員の皆さんの参加を得て無事に終えられたことに感謝いたします。 また地域職域団体への声掛けに
奔走していただいたみなさまにも重ねてお礼申し上げます。 多数の参加者のお陰であれだけの多くのご
みを集めることが出来ました。 翌日には見事にごみの袋は整理されていました。高城直紀会員の采配で
しょう。ありがとうございました。 何事にも事業を計画するときには誰かが主に働くことが多々あるわ
けですが今回は結城職業奉仕委員長にその任務を務めていただきました。そしてまた裏方として今回も
諸々の準備に手を貸していただいた杉谷事務員にもお礼申し上げます。最後の準備が救急箱になり
救急箱の中の不足している医薬品は桧槇さんにお願いしたとのことです。桧槇さんありがとうございま
した。合わせて報告します。 最後にケガ人が出なかったことに安堵しています。
奉仕プロジェクト委員長 矢野
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親睦委員長

青木

政憲

10/17 のロータリー奉仕デーお疲れ様でした。今日は高城雅春会員のお誕生日です。
一斉清掃お疲れ様でした。
坂岡さん、高山さん会員卓話ありがとうございました。
結城委員長、お疲れ様でした。

鈴木

公利

地区の私を含む歴代委員長 4 名のご夫妻と私と能古島の久保田さんの還暦祝いの会食をして頂きました。
60 歳の誕生日は来年の 3 月ですが。

坂岡

英俊

ニコニコします。

青木

政憲

皆様の開運をお祈りします。

高城

雅春

ロータリー奉仕デーお疲れ様でした。

長江

三郎

早退します。すみません。

矢野

強

ロータリー奉仕デーの事業が無事終了しました。皆様ありがとうございました。

桧槇

敬

10 月 17 日白石海岸での海岸清掃お疲れ様でした。

屏

正隆

→

坂岡さん、高山さん卓話良かったです。ありがとうございました。
結城委員長プロジェクトお疲れ様でした。

國永

修一

出席が悪くすみません。今日も早退です。

竹部

武男

海岸清掃お疲れ様でした。

苅田ＲＣ予定表

指名委員会委員長

日

内容

場所

11/5

観月会

ダイニングリャン

11/12

財団卓話

パンジープラザ

11/19

ソフトボール大会について

パンジープラザ

11/28

ソフトボール大会
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次次年度の会長を決める指名委員会の
委員長に任命されました高城雅春です。
宜しくお願い致します。

読売新聞に掲載されました
10/17 豊前海海岸一斉清掃プロジェクト
苅田ロータリークラブ担当の白石海岸の
清掃の様子が読売新聞に掲載されました。
行橋ロータリークラブや豊前ロータリー
クラブも新聞の記事に掲載されてました。
クラブの皆で活動するのは気持ちがいい
し誇らしくもありますね。

