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＜2014～2015 年度ＲＩ＞  会 長  ゲイリーC．K ホァン（黄其光） 

＜第 2700 地区＞           ガバナー  熊澤淨一 

＜苅田ロータリークラブ＞  会 長：壁屋 好惠 

副会長：杉坂 正徳 

幹 事：丸山 謙一 

ＳＡＡ：高城 直紀 

会報委員長：角田 成弘 

 

＜2700 地区テーマ＞ 

『あたたかき心を常に抱いて』 
 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『なでしこの力で広げる 

ロータリーの輪』 

 

例会予定 

 

８月２８日（木） ガバナー公式訪問 

９月 ４日（木） IAC 韓国研修報告会 夜間例会 

９月１１日（木） 観月会：夜間例会 18:30～ 

９月１８日（木）→２１日（日） 白石の浜清掃 

８:５０集合   ９：００～ 白石海岸清掃 

 
 

 

 

 

 

 

       

夏期韓国短期研修 出発式 

 

■地区・第１G・同好会・行事予定 

 

８月３０日（土） ロータリー財団セミナー 

９月１２日（金） 特別職業奉仕セミナー 

■ＩＡＣ  

8 月 30 日 24 時間 TV 募金 サンリブエル苅田 

        ９：３０～  

 

＜第 1824 回例会＞ 

ガバナー補佐公式訪問・クラブ協議会 

 



＜第 1823 回 例会記録（2014 年 8 月 7 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは 8 月に

入り「会員増強・拡大月間」

を迎えました。本日は先

ほどご紹介いたしました

稲益一郎地区委員長に

お話をお伺いいたします。

稲益委員長は、５年くらい

前から地区大会や地区協

議会で檀上から会員増強の現状や課題を報告してい

ただいてます。よろしくお願いいたします。 

先日の地区拡大・会員増強セミナ－では、佐藤豊

（長崎琴海 RC）2740 地区クラブ奉仕統括委員長の講

演で、「楽しい例会・充実した例会は会員増強への道

しるべ」と題し、地区会員増強委員長時代地方におけ

る会員増強活動の限界を憂いながらも、現状を打破

するために地区内外を問わず、相互に入会候補者を

紹介する仕組みを発案された全国的に有名な方です。

この提案は「ロ－タリ－の友」【2011 年 8 月号】の紙面

にて発表されています。田中作次ＲＩ会長の会員増強

運動である「SAKUJI 作戦」は、佐藤さんのアイデアを

参考に企画されたもので、全国ガバナ－会の後押し

による「サクセス・ジャッパン大作戦」に発展し全国で

はこの作戦によって多くのロ－タリアンが誕生しました。

昨年度は、全国会員数の減少が激減し第 2740 地区

においてもその熱意と行動力によって 18 年連続会員

減少に歯止めをかけ、会員増強に対する熱意と緻密

なプランニングによる実績は高く評価されました。 

明日、8/8 日～11 日（3 泊 4 日）の日程で、ＩＡＣの

生徒 6 名と引率吉本先生が夏期韓国短期研修に出

発します。先日 8 月 1 日 11 時 IAC 例会にて、短期研

修前の最終打ち合わせを行いました。午後から苅田

町吉広町長に韓国晋州市へ夏期短期研修出発報告

に行ってまいりました。町長からは晋州市長宛てのご

挨拶状を預かりました。また、研修に参加する生徒一

人ひとりに『韓国を訪問するにあたり国を代表して行く

つもりで、見聞をひろめて異文化を学び楽しんで来て

下さい。』とアドバイスをいただきました。『簡単な言葉

くらいは話せますか？』と聞かれてました。短期研修

出発式は明日朝 7 時 30 分 苅田駅です。時間のとれ

る会員さんご協力おねがいします。 

幹事報告     丸山 謙一 

１.8 月 21 日は、米原宏ガバナー

補佐をお迎えして、例会とクラ

ブ協議会があります。また、

18:30 から壁屋会長事務所に

て理事会を開催致します。 

2. 8 月 28 日は、ガバナー公式

訪問です。ノーネクタイでかま

いませんがジャケット着用でお願いします。 

 

委員会報告 

青少年奉仕委員長   松田 博文 

・資源回収の皆様のご協力を増やす

為 例会時に新聞等を持ってきて頂

きたいと考えています。 

 

職業奉仕委員長   鈴木 公利 

・9 月１２日 2012-2013 年度田中作

次 RI 会長を講師にお迎えして特別

職業奉仕セミナーを開催致します。

是非出席下さい。 

 

親睦活動委員長   高橋 功吉 

・9 月 11 日（木）の夜間例会「観月会」

の打ち合わせをしますので親睦活動

委員の方は、例会終了後少し残ってく

ださい。 

 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

8 月７日 会員数 34 名 出席者 28 名    

出席率 82％ 



お客様 

地区拡大・会員増強委員会 

委員長 稲益一郎  

（久留米北ロータリークラブ） 

 昨年度の会員増強に続き、

今年度も順調な会員増強が続いておりますが、社会

人口構造の変化や IT 化の進展に対応するために、こ

れまでの会員増強への支援と共に未来型のロータリ

ーへの取り組みに着手し、ロータリー情報委員会、広

報・IT 委員会との連携を強化して参ります。 

活動方針 

１） クラブのサポートと強化 

①クラブの活性化  ②会員の勧誘と維持の改善  

③リーダーの育成  ④戦略的計画の奨励 

２） E ｸﾗﾌﾞの研究・調査 

①E ｸﾗﾌﾞの実態調査  ②E ｸﾗﾌﾞの影響  ③E ｸﾗﾌﾞ

へのアクセス 

３） ロータリー情報委員会、広報・IT 委員会との連携

強化 

①E ｸﾗﾌﾞの合同調査・研究  ②3 委員会合同委員会

の開催              『ガバナー月信 ７－１より』 

夏期韓国短期研修 
 

※会員の皆様 お見送り・お迎え ありがとうございました！ 

 

8 月 8 日（金）AM7 時 30 分 苅田駅 出発式参加会員 

壁屋 R・丸山 R・沓脱 R・屏 R・片岡 R・杉坂 R・ 

高橋 R・矢野 R・原田 R・松田 R・高城（雅）R 

 

8 月 11 日（月）PM8 時 30 分 苅田駅 お迎え参加会員 

壁屋 R・丸山 R・矢野 R・松田 R・高城（雅）R・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2014 年 8 月 28 日 （木） 

場所：スカイホテル苅田 

プログラム 

1.会長・幹事との懇談会 11：15～12：15 

2.ガバナー公式訪問   12：30～13：30 

※服装 ブレザー着用の事 

 

 

 

  

  

  

  

角角田田ささんん    杉杉坂坂ささんん  

☆☆☆☆☆☆  月月初初めめのの例例会会のの式式次次第第  ☆☆☆☆☆☆  

  国国家家斉斉唱唱  並並びびにに  ロローータタリリーーソソンンググ  

  44 つつののテテスストトのの復復唱唱  

  握握手手会会  

  来来訪訪者者のの紹紹介介  

  おお誕誕生生祝祝  

  

【【本本日日ののおお昼昼】】          

  

  

  

  

ススカカイイホホテテルル苅苅田田  



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

地区拡大・会員増強委員長 

稲益 一郎  本日はお世話になります。宜しくお願いします。 

 

壁屋 好惠  稲益地区、拡大会員増強委員長、遠方を有難うございました。 

丸山 謙一  国東高岩に登山に行って来ました。コースを間違えて登頂できませんでした。登山を始

めて初めての経験です。 

鈴木 公利  稲益委員長、本日は有難うございました。 

山口 勝弘  稲益増強委員長、来苅有難うございました。 

屏  正隆  ニコニコする様な事が沢山起きます様に。                   

松田 博文  稲益地区委員長、本日はご遠方のところお越し頂いて有難うございました。 

杉坂 正徳  稲益拡大増強地区委員長 ありがとうございました。期末には増員で終わるように頑張

ります。誕生祝有難うございました。 

角田 成弘  誕生お祝い ありがとうございます。 

原  公克  欠席します。 

片岡 孝市  今月の週報係りです。皆さんご協力ください。 

高橋 功吉  稲益様、ありがとうございました。 

 

集計 27,000 円        累計 112,000 円

４つのテスト 

 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  

 

 

 

 

【近隣ｸﾗﾌﾞ 例会変更】 

 

豊 前 Ｒ Ｃ 8 月 21 日 夜間例会 18:30～    

行 橋 Ｒ Ｃ 8 月 26 日 納涼夜間例会 18:30～ 

田 川 Ｒ Ｃ 8 月 27 日 クラブ協議会 

（ガバナー補佐） 

豊 前 西 Ｒ Ｃ 8 月 22 日 納涼家族会 18:30～ 

 

 

 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

 月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

 第 1 回 壁屋会長杯 ゴルフ大会 

   期日：9 月 20 日（土曜日） 

   場所：京都カントリークラブ 

   時間：集合 9 時 30 分 

      スタート 10 時 6 分 

 

 
週報担当委員 

角田成弘 片岡孝市 官見敦司 高城雅春 竹部武男 


