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 社会福祉協議会 「母子健康について」 

Photograph 神楽女湖  



 

みなさんこんにちは 

 4月 22日以来 GWを挟みましたので 3週間ぶりの例会とな

ります。行動制限がない GW は 3 年ぶりということで家族や

友人とお出かけになった方も多いと思いますが沖縄県では

連休終盤の今月 7 日に 2,375 人と過去最多の感染者数とな

り、そして最終日の 8日にも 2,060人で過去 2番目となりま

だまだ終息というわけにはいかない状況が続いています。 

  

さて、2006 年 3 月に北九州空港が開港し、その翌年の 2007

年 3月にスカイホテルがオープンし、2015年 11月に Rホテ

ルイン北九州に変わり、2021年 4月からはブルーポートホテ

ルとして再出発したわけですがこれまで、苅田 RC においては例会場についてはこれま

で紆余曲折があったと思います。その一番の課題は会場費であったと思います。 

そのような中でこの度、青木エレクトが来年度の事業でブルーポートホテルの支配人と

の打合せの中でホテル側としても地元の団体様に積極的に利用していただきたいとい

う思いが一致し、会場費等の金額面もクリアして、本日の開催にいたりました。 

苅田 RC はスカイホテルのオープン当初から例会場として使用していたと思いますが私

自身が 2015 年の入会ですのでホテルでの例会をほとんど経験しておりません。私たち

苅田 RC においては今週からは以前の通り木曜日にここブルーポートホテルで例会を開

催出来ることは私自身この上ない喜びをもってこの場に立っております。 

 

話は変わりますが、前回のクラブ協議会ではたじり小児科前のロータリー看板の老朽

化に伴い看板のやり替えの了解を皆様にいただきましたが、苅田町との協議の中で当時

の記録がないためはっきりとしたことは分かりませんが、町としては今後看板を維持す

るには設置に伴い、3年毎の申請、使用料も発生しますという回答でした。したがって

苅田町からは正式な申請と使用料の支払いかあるいは撤去するかの 2択になり、理事会

で協議の結果、維持費が掛かるというのはいかがなものかということで撤去という判断

をいたしました。今後については改めて協議を行いたいと思います。 

 私の会長任期も 1月半を残すのみとなりましたが、3月に予定していました会員旅行

につきましては親睦委員会に企画いただき、その旨皆さんにもご案内があったことと思

います。ここ数年ゆっくり過ごす機会が少なくなりましたので私も楽しみにしていると

ころです。 

  

さて、みなさんご承知の通り 5月のロータリーテーマは「青少年奉仕月間」です。 

国際奉仕、青少年奉仕については苅田 RC だけでなくどのクラブにおいても一昨年から

コロナウィルスまん延により満足な活動が出来ていない状況が続いております。そんな

中において苅田工業高校 IACは少ない人数ではありますが年末の餅つき大会、年末チャ

リティ募金活動など RC の行事や通学路の清掃など身近な活動も行っております。そし

て学生のうちに学校の関係者だけでなくロータリークラブのような幅広い世代の社会

人と関わり合い一緒に地域の問題策を探るという機会を与えることは大変に有意義な

ことだと思います。 

  

本日卓話をしていただく河内山委員長におきましては、今年度は初めての経験ばかりで

戸惑うことが多かったとおもいますが、さらに来年度も引き続き青少年奉仕を担当する

ようなので更に力を発揮していただけるのではないかと期待しているところです。 

これで会長挨拶を終わります。本日も一日よろしくお願いします。 

 

第 2139回例会記録〈5月 12日〉会長の時間 



 

 

 

皆様、こんにちは。 

青少年奉仕委員の卓話と

いう事で、基本的に苅田

工業高校インターアクト

クラブの活動についてお

話しさせて頂きたいと思

っておりますが、昨今の

コロナの影響もあり、ほと

んど活動が出来ておりません。 

昨年で言いますと、苅田駅前の「イルミネーション

点灯式」での募金活動と年末の餅つきへの参加ぐら

いだったと思います。 

 

また、部員数におきましても、コロナの影響もあり3

名のみとなっておりました。こういった事態は苅田

工業高校のみならず、周りの学校もほぼ同様だと聞

いております。そんな中、残念ながら苅田工業高校

は参加出来ませんでしたが、SDGｓ海岸清掃と2019

年に豊前ＲＣにて行った記念事業及び苅田工業高校

を含めた各インターアクトクラブの活動状況を報告

させて頂きます。 

 

今更ではありますが、ＳＤＧｓ「持続可能な開発目

標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ

ｎｔ Ｇｏａｌｓ）」は、経済・社会・環境の3つの

バランスが取れた社会を目指す世界共通の目標で

す。その中で海洋プラスチックごみ問題というもの

があります。このままでは2050年までにプラスチッ

クごみが魚の重量を上回ることが予測され地球規模

での環境汚染が懸念されております。SDGｓの観点

から海岸清掃はとても重要な取り組みです。今年度

は10月23日（日）10時から前年度同様に白石海岸清

掃を予定しております。一人でも多くのご参加を宜

しくお願い致します。 

また、式典につきましてはご存知の方も多数いら

っしゃるかとは思いますが、2019年に広島東南Ｒ

Ｃ・長崎南ＲＣ・豊前ＲＣを中心に上毛町にある大

池公園にて行われた式典です。 

広島と長崎は人類史で初めての被爆地であり、核兵

器の非人道性と「核なき平和」を訴え続けていま

す。 

2020年は広島長崎への原爆投下から75年になり、被

爆後「75年は草木も生えぬ」と言われた節目の年で

ある事、また広島東南ＲＣ創立60周年である事もあ

り、平和推進事業として考えられたのが 「第三の

平和拠点」の創出だったそうです。 

両爆心地の直線距離は300㎞であり、その中間地点の

上毛町が選ばれ、「広島・長崎爆心地中間点 

上毛町-未来へつなぐ平和の架け橋事業」として実現

することになりました。 

2019年9月21日の世界平和の日、広島・長崎の市長、

広島東南・長崎南・豊前のロータリークラブ会員、

インターアクトクラブ代表など総勢400名が参加し記

念式典が開催され、大池公園では大池両岸に被爆し

た樹木の2世にあたる木を植樹し、それぞれ「広島の

丘」と「長崎の丘」と名付け、両者を結ぶ地点に平

和の架け橋の象徴としてモニュメントが創られ除幕

式が行われたそうです。 

 

いつか自分もこの様な素晴らしい活動に携わること

が出来るように努力していきたいと思っておりま

す。 

また、こういった思いをインターアクトクラブの皆

にも伝えながら生徒達と共に考え、色々なアイデア

を出しながら活動していければと思っております。

それにはここにおられる諸先輩方のお力が必要だと

思っておりますので今後ともご協力よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5月 12 日（木） 青少年奉仕委員長 河内山秀一会員 卓話 

 

 

米山記念奨学事業へ寄付  渡邊 剛会員 

 

 
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは 

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本

に在留している外国人留学生に対し、日本全国のロータ

リアン（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源として、

奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。 

 

今回、渡邊剛会員は 2 回目の寄付となります。本当にあ

りがとうございました。 

 

 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

渡邊  剛 ホテルで例会が出来て嬉しいです。 

松本  聡 河内山委員長、卓話ありがとうございました。 

鈴木 公利 40 周年以来の例会場、ホテルの皆さん末永くよろしくお願いします。 

      河内山さん卓話勉強になりました。  

桧槇  敬 ニコニコします。     

青木 政憲 税務署終わりました。納税します。 

長江 三郎 退院出来ました。 

竹部 武男 ニコニコします。 

高城 直紀 早退します。すみません。            
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日 内容 場所 

5/26 地区研修報告 ブルーポートホテル 

6/2 地区研修報告 〃 

6/5-6 親睦旅行 別府 

6/10 クラブ協議会 ブルーポートホテル 

6/17 委員会活動報告 〃 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

幹事報告 

 

 ・5/21 土曜日の地区研修協議会に参加される皆様

zoom 会議よろしくお願いします。 

・6/5-6 親睦旅行は別府温泉に決定されました。 

・田尻医院の交差点にあるクラブが寄贈した看板です

が老朽化が問題になっていましたので撤去しました。 

・6 月の会費は忘年会の 3000 円が追加されて 20000

円になります。親睦旅行に参加される方はそれに

25000 円追加になりますので 45000 円です。 

・6/15 11 時 25 分より馬場小学校にて読み聞かせの

会への絵本の寄贈式が行われます。後 2 名参加できま

すので希望者は連絡下さい。 

松本支配人による挨拶 

 

 苅田ロータリーク

ラブの皆様、我が

ブルーポートホテ

ルにようこそ。再

び戻ってきてもら

えてホテルスタッ

フ一同、感謝申し

上げます。私達が

出来る限りのサー

ビスを務めて参り

ますのでこれから

もよろしくお願い

します。 

親睦活動委員長報告 

 

 
今年度の親睦旅行は別府です。 

6/5(日)苅田役場集合してマイクロバスで出発。 

杵築城下町や国東を回り別府で一泊します。翌

日は鉄輪散策、湯布院、日田、豆田町を回るルー

トです。皆様の多くのご参加をお待ちしていま

す。 


