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《会報委員会》
福田
学 貞方 友明 坂本 敏弘 藤本
生男 太田 信博 溝上 智彦 金久保 和

RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」
八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

次回例会のお知らせ ① ８月１６日 (金) は理事会裁量に依る休会
次回例会のお知らせ ② ８月２３日 (金) 「ＳＤＧs(持続可能な開発目標)とは」
北九州市企画調整室 主任 鵜飼秋子様
本日の例会

２０１９年８月９日(金)

１．ロータリーソング
“ 奉仕の理想"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．会長の時間
５．各委員会報告
６．ニコニコボックスの報告
７．幹事報告
８．クラブフォーラム (会員増強について)
会員増強委員長 廣田 豊君

前例会の記録
出席報告

８月２日(金)
例会食事カロリー

１,０２０Kcal

会員数
５１名
・当日の出席者
４３名
・ゲ ス ト数席者
４３名
・ビジター数
1１名
・会員出席率
８９.５３％
・７月１９日の修正出席率(仮) ９５.８３％
・ゲスト スピーカー： 葦津 幹之(もとゆき)様
北九州市空港企画課 集客担当課長 中原 崇様
係長 秋永 充晴様
ビ ジター：第3Gガバナー補佐 神田 徹君（飯塚RC）

会長の時間

会

長

本日、チラシをいくつかお持ちさせて戴きました北九州
空港就航便です。今年3月～静岡に飛んでいますFDAと
言う航空会社の便です。夕方から飛んで夜に静岡に着く
形になるのですが次の朝から仕事や観光が可能になり
ます。富士山、日本平、美穂の松原、伊豆、熱海そう
言った所にも行き易くなっております。現在、北九州空港
駐車場２日間無料で、レンタカー２日間２千円で借りれる
キャンペーンを行っています。次に沖縄便です現在１往
復しています。沖縄は、秋から冬にかけて寒い時期に行
くと温暖な気候になって過ごしやすいので是非、冬の沖
縄も楽しんで下さい。次に国際便ですソウル、プサン、
台北に飛んでおります。パスポートを取得して北九州空
港離発着の国際便を利用して頂いた方にはパスポート
取得費の１部を助成するキャンペーンを行っています。
最後になりますが８月１７日から中国大連便が新たに就
航する予定です。中国東方航空が就航いたします。皆さ
んのおかげで北九州空港は１３年になりました路線など
も徐々に増えている状況です。今後とも北九州空港を宜
しくお願いします。

幹事報告

幹 事

三島 靖男

１）例会臨時変更のお知らせ
１）★門司西ＲＣ
①８月１５日（木）は休会
②８月２２日（木）１８：３０～プレミアムホテル門司港

岸野 玲

本日の会長の時間は、北九州市の中原さんに北九
州空港のピーアールをして頂きます。

北九州市空港企画課
集客担当課長 中原崇君
本日は、現在の北九州空港のPRをさせ
て頂きます。昨年の北九州空港の利用状
況ですが１７８万人の方にご利用頂いて
います。このうち東京路線が利用者の７６％、１３５万
人の方にご利用頂いています。これもひとえに皆さん
が東京便を始め北九州空港便をご利用頂いているお
かげだと考えています。

【ニコニコボックス】
・本日の卓話楽しみにしています。葦津様をお迎えして
坂本、貞方、藤本、藤村、浜崎、吉田浩二、有松
波多野、井口、稲冨、三島、岩崎、中村、赤田、江戸
正木、金久保、太田信博、安東、溝上、神尾、江﨑
吉田総次郎、是此田、河島、廣田、小嶋、大林、井上
谷、岸野、高嶋の諸君
・本日の卓話楽しみに参りました。
第３Gガバナー補佐 飯塚RC 神田 徹君
・永年皆勤４０年 自祝
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伊豆君
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＜卓話の時間＞
「世界遺産 宗像大社」
宗像大社権宮司 葦津 幹之様
紹介者 波多野正信君
葦津君をご紹介させて頂きます。
宗像大社の権宮司と言う役職で
すが、通常権宮司と言う役名を聞
くことはないと思います。宮司は、何処にでもいますが
権宮司と言うのは宗像大社、太宰府天満宮いわゆる
大社にしかない職です。宮司さんがお兄さんでその下
で毎日神様の為に御奉仕をされています。権宮司の権
は権利の権です。実は、「かりる」とか「助ける」と言う意
味があります。宮司さんを助けながら日々頑張ってい
ます。宗像大社が世界遺産になりました。ガバナー補
佐もお見えなのでいい話を期待しております。

今パワースポットで注目を浴びていますが御社も何も
なくここに神籬と言う形でここに向かっています。宗像
大社は、日本各地に７千余ある宗像神社、厳島神社、
及び宗像三女女神神を祀る神社の総本社です。
神宮とは、日本で７ヶ所有って、その一つが宗像大社で
す。
道主貴（みちぬしのむち）
全国の高貴な神様である、伊勢神宮（おおひるめのむ
ち）、出雲大社（おおなむち）、宗像大社である。神宝と
して古代祭祀の国宝を多数有し、裏伊勢とも称される。

委員会報告
インターアクト委員会

委員長 正木文久君

先週７月２７日、黒崎ひびしんホールでIインターアクト指導
者講習会がありました。自由ヶ丘高校の生徒は、この日オー
葦津 幹之様
プンスクールで残念ながら参加できませんでした。
御存知と思いますが「世界遺産構成
但し菖蒲先生、八幡西RCから私と川越君が参加しました。自
分に出来る事を見つけるテーマで午前中JICA、シャボン玉石
資産」どんな所が世界遺産になった
のか、大きくは九州全土の場所でいく けん、北九州市役所の方、各４０分位、SDGｓについて取り組
みのお話がありました。午後からは３部屋に分かれゲームを
と玄界灘に沖ノ島、福岡では最大の
やりました。ゲームと言うのが「経済発展、環境改善、社会の
離島大島があり普段皆様が宗像大社言っている所が
管轄している神社になります。もう1つは、福津市にあり、 改善」この3つあってこれをさらに枝分かれさせて、それを
ゲームの形で生徒たちが行います。何をするかと言いますと
新原奴山古墳群です。これが構成資産になります。
こういう事をするとポイントがもらえて、これは環境に貢献した
その中でも中心になるのが沖津宮、沖ノ島の島、小屋
から環境ポイントが増えたりとかします。見ていたら経済発展
島天狗御門柱ここまでを含めて史跡指定地と言う事で
の所がポイントが増えて行って環境と社会がみるみる無く
世界遺産の構成資産になっています。そして大島の中
なって中間報告ではほとんどゼロに近くなっていました。生徒
津宮の本殿境内地、大島山頂に御嶽神社があり大島
たちが体験できたいい講習会だったかなと、参加して思いま
の裏に沖津宮遥拝所があります。大島の中には３箇所 した。

構成資産があります。それと普段宗像大社と呼ばれて
いる所の境内地全部と言いたいですが大きな駐車場
は構成資産ではないです。裏側のご本殿が構成資産
になっています。何故そうなっているかと言いますと昭
和の大造営で出光興産創始者の出光佐三さんを中心
に大造営事業が行われました。実は祈願殿があった場
所は昭和４６年神社が田や民家だった所を買収して広
げた境内地です。歴史は浅くそもそもの境内地ではなく
何もかも構成資産にするとしばりが大きくなるのであえ
てはずしたと言う所もあります。次は新原奴山古墳群で
す。ここには４１基の古墳がありますそれが全て構成資
産なっています。実は宗像、福津合わせて２８００の古
墳があると言われます。宗像地域は歴史が古く、建築
屋泣かせの地域だと思います。
次に宗像大社の特徴ですがそもそも神道は自然崇拝
から信仰が始まっています。山の神、海の神とか日本
で言えば八百万神と言いますが生きとし生きるものす
べてに神様があるのだと、テーブル一つ何にしても神
様があると言うのが日本人の考え方です。それが仏教
の影響を受けながら社殿祭祀と物に移行して来て今は
ご本殿がどこの神社でもあるのが一般的ですが、今で
も地元の人の考えは、沖ノ島の島そのものが神様だと
宗像の人の考えです。形式上島の中にご本殿がありま
すが島自体が神様だと言う事です。山の方でいくと奈
良に大神神社があります。そこは山が御神体、神の神
とか日本で言えば八百万神と言います。生きとし生きる
ものすべてに神様があるのだと、テーブ様と言う祭られ
方をされていますそれと同様な考え方です。最近注目
されている山の上に高宮と言う祭場があります。

＜2019～2020年度 ８月理事会＞ 議事録
開催日 ２０１９年８月２日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１） ９月度例会プログラムについて
１６日 「第３Ｇ ガバナー補佐訪問記念高話」
国際ロータリー第３Ｇ ガバナー補佐 神田 徹君
１３日 “Ｉ・Ｄ・Ｍの報告”
各班 Ｉ・Ｄ・Ｍ記録担当報告
２０日 「ガバナー公式訪問記念高話」
国際ロータリー第2700地区 ガバナー 灘谷 和德君
２７日 “観月会開催” １８：３０～鞘ヶ谷ガーデン アグラス
（北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町１１－５２）
＜上記、承認＞
２）今年度会員名簿作成は如何か。
＜今年度は作成しない。次年度より３年に１回作成し、
貼りたしができるようにする＞
３）中山祥太郎、八尋生義（たかよし）両氏は本日（８月２日）
インフォメーションを開催した。入会は、８月９日からとし、
委員会所属は親睦委員会とする。
４）八幡西ＲＣ「細則」下記の一部変更について
第２条 理事会の項
①本クラブの理事は、会長・直前会長・副会長
クラブ奉仕常任委員長・プログラム委員長
親睦委員長・職業常任委員長・社会奉仕常任委員長
国際奉仕常任委員長・青少年奉仕常任委員長・会計
会場監督・会長経験者（無任所１名）、会員増強委員長
を追加する方向で進めて行く。
第５条 第２節 会 費
会費は年額２３万円より、２６万円に変更した。
（先の総会で決定）
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