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小倉中央ロータリークラブ週報
第１２４１回
本日の卓話

本日の例会

１０月２５日(月)

「空き家と相続」～その話しは、もう飽き飽き？（笑）～
鑓水 裕介会員

会長の時間（１０月１８日

１２４０回 例会記録）

白石会長

2007 年志摩ロータリーの小川俊夫さん（現在退会）がたまたま仕事で北九州
に来られた際メーキャップに小倉中央ロータリーにみえられ当時の親睦委員長の羽
地会員の隣に座りました。本日テーブルにおいてある資料にありますように共通点が
多い志摩ロータリーと小倉中央ロータリーです、会話が弾み、親しみを感じてくださっ
たのでしょう。小川さんは北九州のお仕事の際は月曜日の我がクラブにビジターとし
て来られていました。もちろん小倉中央 RC 会員も志摩ロータリーに親しみを深めて
まいりました。
2009 年志摩ロータリーより友好クラブのお話をいただき、早速翌 2010 年安部
会長の時、志摩ロータリー訪問、友好クラブの調印となりました。おりしも志摩ロータ
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出席報告

１０月１８日

在籍会員数

３８名

義務出席者

３５名

ゲスト

５名

ビジター

０名

本日出席数

２４名

本日出席率

68.57%

前々回修正出席率

89.47％

リーは 20 周年でありましたので式典にも出席いたしました。これらの経緯から羽地
会員・安部会員にずっと友好クラブ委員会を担当していただいている次第です。
2012 年には小倉中央 20 周年に来北九州・翌 2013 年には式年遷宮の伊
勢神宮の参拝のお世話をいただき我々が志摩へ。毎回志摩ロータリーを訪問する

次回（１１月 １日）の例会は、
「新しい世界への挑戦」

会員は居心地のよい家族のような温かいおもてなしに感激してまいりました。
2014 年には北九州のわっしょい百万夏まつりにご招待、安部会員の手配で、

九州工業大学

2 年生

渕上 駿也 君

桟敷席での見物が用意できました。夕食の弁当は祭りを見物しながらの予定でした
が、折あしく雨模様、急遽でありましたが、わがクラブ会員の明善社さんが便宜を図

１０月のお誕生日

って下さいました。全員雨合羽を着ての見物でありましたが、当時の会員の市丸さん
が率いる天籟寺の戸畑提灯山笠を目の前で短時間ではありましたが止めてくれて
説明・撮影もできました。志摩の皆様を何とかおもてなしで答えたい会員達の連携
がそこにありました。
2015 年志摩ロータリーの 25 周年に招待いただき、2017 年には当クラブの 25
周年にご招待。2018 年志摩ロータリーが長崎くんち旅行を計画されていたので、く
んちで合流し懇親会を実施。このように懇親を深めてまいりましたが、コロナ禍で

７日

北垣 友和会員

１９日

湯口 義博会員

〃

渡邊 典子会員

２１日

吉田 裕彦会員

３１日

白石 晴美会員

我々の訪問計画も数度流れて、志摩ロータリーの 30 周年には参加できずに終わっ
ております。コロナの終息も見通しがつきそうであります。早く以前のような交流ができ
ますように。
小倉中央ロータリーは友好クラブ志摩ロータリーただ一筋で１０余年でありました
(笑) 志摩ロータリクラブに他の友好クラブ郡上長良川ロータリーがあろうとも。

11 日(月)

歴代会長会議

16 日(土)

ロータリー奉仕デー
～早朝清掃～

18 日(月)

30 周年実行委員会

23 日(土)

土四曜会
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幹事報告

芳賀幹事

１．16 日(土)の奉仕デー（早朝清掃）にご参加いただいた皆
様、ご協力ありがとうございました。

白石・芳賀・北垣会員―江口様、ようこそ小倉中央 RC へ。
今日は、例会をゆっくり楽しんでください。
白石・芳賀・北垣会員―赤星様、本日はよろしくお願いします。
羽地会員―志摩 RC 竹内さん、小林さん、中井さん、今日は例

２．夜間例会（家庭集会）のお知らせ
11 月 8 日（月）に夜間例会（家庭集会）を開催します。
8/2 に予定しておりましたが、緊急事態宣言のため延期になって
おりましたので、11 月 8 日にリーガトップにて開催します。
食事もクラブより補助を出して、豪華にしています。
家庭集会のテーブル分けとして、一斉の家庭集会を実施しま
す。テーマも報告もありません。
自由におしゃべりをして楽しい時間を過ごしてください。
本日、案内状を BOX に入れておりますので、ご出席の程
よろしくお願いします。

会訪問ありがとうございます。
また、先日の土曜日早朝清掃で大金 2,000 円を見
つけました。あわせてニコニコします。
林田会員―①志摩 RC の皆様、本日はようこそお越しくださいまし
た。志摩訪問の折は、お世話になりました。どうぞごゆっ
くりしてください。
②私の家の周りまで掃除下さり、ありがとうございまし
た。参加できなくてすみません。
樋上会員―志摩 RC の皆様、ようこそ。お久しぶりです。
鍋島会員―少し良いことがありましたので、少しニコニコします。
志摩 RC の皆様、ようこそお越しくださいました。

委員会報告

大西会員―志摩 RC の皆様、本日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。

◆野球同好会

～吉田キャプテン～

コロナで野球部の活動も休眠中でしたが、緊急事態宣言も解
除になりましたので、楽しい企画“ソフトボール大会”を企画しまし
た。ソフトボールですので女性の方や、お子さまも参加できます。
場所は、巫部会員のご厚意により、神理幼稚園グランドです。

します。
森本会員―①志摩 RC の皆さん、ようこそいらっしゃいました。
②江口さん、ほんじつはようこそ見学にいらっしゃいまし
た。例会を楽しんで下さいね!!
巫部会員―16・17 日の土日で秋の大祭が終わりました。その都

ご参加をお待ちしています。
◆友好クラブ委員会

湯口会員、卓話ありがとうございます。よろしくお願い致

～羽地委員長～

志摩 RC さんより会員の皆さんへあおさとわかめのお土産をいた

合で土曜日は参加できず、申し訳ありませんでした。
冨士本会員―ボランティア、参加できず申し訳ありませんでした。

だいています。帰りにお持ち帰りください。

2011 年に噴火した新燃岳の火口を隣の山から見

志摩 RC30 周年の DVD もいただいています。今度例会で放

てきました。
野口会員―本日は、志摩 RC の皆様、お越しいただきありがとうご

映します。

ざいます。

ニコニコ献金報告

合計

４９，０００円

累計 １９０，０００円
志摩 RC 小林様―小倉中央 RC の皆様、お久しぶりです。
今日はよろしくお願いします。
志摩 RC 竹内様―本日はお世話になります。
よろしくお願い致します。
志摩 RC 中井様―本日は久々に皆さまのお顔を拝顔して大変
うれしく、お世話になります。
白石・芳賀・北垣会員―志摩 RC の皆様、本日はようこそお越しく
ださいました。懐かしく、とてもうれしく思ってい
ます。

志摩 RC 小林さん 竹内さん 中井さん
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卓話の時間

ロータリー奉仕デー

～早朝清掃～

「 百年の会 」
ロータリー情報委員会

湯口義博委員長

ロータリーにおいて、決議 23－34 は､｢社会奉仕に関する
1923 年の声明｣として有名なことばです。これは、1923 年に
開催されたセントルイス国際大会に提出された第 34 号議案で
あったことからこう呼ばれるようになりました。
1922 年、奉仕活動の実践をロータリーの使命とする「実践
派」と奉仕の心の形成をロータリーの本質とする「理論派」とがロ
ータリーの分裂をもはらむ論争になりました。それは、実践派の推
し進める身体障がい者救済事業にロータリアンが一人 1 ドルを
国際ロータリーに別納するという提案が採択され、それに理論派
が奉仕活動の実践をクラブに強要してはならないと反発。
ロータリーというものは、ありとあらゆる異なる発想を親睦のうちに
互いに学び合うところにその本願がある。
議論の末、共同提案されたのが決議 23-34 です。
団体奉仕では 50 人が集まったとしてもたった一つの事しかでき
ない。対して個人奉仕はロータリアン一人一人がそれぞれの出来
る方法を実践することで 50 通り、100 通りの奉仕が可能にな
る。その奉仕の心が地域社会、社会全体へと伝わり、その過程
で職業人同士の親睦も広がっていく。だが、初めの一歩を踏み
出すためには団体奉仕という強い一押しが必要な時もある。理
論か実践ではない。奉仕の心を行動へ、行動するにはまず心な
のだ。親睦と奉仕、理論と実践、これらを調和させる寛容な心。
この全てが揃ってこそロータリーは形作られるのではないでしょう
か。
1923 年に採択されたこの決議の原文は｢綱領に基づく諸活
動に関するロータリーの方針を再確認し､国際ロータリーとロータリ
ー・クラブにおける今後の手引きとなる原則を定める件｣となってい
ます。決議 23－34 はロータリーの綱領に基づくすべての実践活
動に対する指針であると同時に､ロータリーの二つの奉仕理念を
ロータリー哲学として確定したドキュメントなのです。
ロータリーの友ホームページに「ポールハリスとロータリー」というア
ニメ動画があります。とても分かりやすく解説しています。
是非、視聴してみてください。

10 月 16 日(土) 第２グループのロータリアンが近隣の駅を
一斉に清掃しました。小倉駅、西小倉駅、門司港駅、門司駅、
戸畑駅、若松駅、総勢 386 名で活動しました。
小倉中央 RC も会員、家族、同僚を含め 24 名、東筑紫学
園 IAC17 名の合計 41 名が参加しました。
皆様、お疲れ様でした。

