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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 

 

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 

９月２５日（木） 通常例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米原ガバナー補佐 

 

■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 1825 回例会＞ 

熊澤淨一ガバナー公式訪問 

 



＜第 1824 回 例会記録（2014 年 8 月 21 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

皆様こんにちは、暦の上では

秋に入っていますが天候不順

の日がつづき、夏は短いと思わ

れます。本日は米原宏ＲＩ2700

地区第 1 グル－プガバナ－補

佐の公式訪問日です。よろしく

お願いいたします。 

８日から 3 泊 4 日で韓国夏期短期研修に参加して

いましたＩＡＣの生徒と先生が 11 日夜帰ってきました。

お帰りなさい楽しかったですか？と声をかけると、帰り

たくなかったと笑顔で答えてました。出発式、帰国の

お迎えに大勢のロ－タリ－アンの皆様ご協力ありがと

うございました。 

今日はロータリ－の女性会員とその歩みについて

です。会員増強や地区協議会の部門別会に出席しま

すと必ず話題に出ますのが女性会員の問題です。苅

田クラブは女性の梶原会員が 2000 年 4 月に入会され

ています。女性がロ－タリ－に入会出来るようになっ

たのは、1978 年カリフォルニア州デァルテＲＣが定款

に違反して 3 名の女性をクラブの会員として受け入れ、

同クラブはＲＩから認証を取り消された事に始まります。

クラブ及び 3 人の女性が訴訟をおこしました、他の多

くのロ－タリ－クラブからもロ－タリ－の議会である規

定審議会に女性の入会を許可するよう、定款改定を

求める立法案が送られました。1970－1980 年代に開

かれた審議会では女性入会の方向に票が集まってい

ましたが、1987 年米国最高裁判所はＲＩに対し 女性

を入会させたと言う理由だけでクラブの認証を取り消

すことは出来ないと言う判決がくだり、それから２年後

シンガポ－ルで開催された規定審議会で理事会は RI

の定款文書から「男性」と言う言葉を削除することが採

択され、ようやく正式に女性の入会が認められました。 

前回の卓話で稲益一郎会員増強委員長は 2014 年

６月末 男性会員 87,000 人に対し女性会員 4,700 人

で 5.4％です。段々高齢化社会になって行くので対応

性を持つように女性会員を、増やさなければいけませ

んとおっしゃいました。全世界で女性会員は 20 万人

居ますが、日本では全世界の平均から見るとまだ少な

いですが、確実に増えてきているそうです。 

幹事報告     丸山 謙一 

１.晋州飛鳳ロータリークラブか

ら今期予定されている公式

訪問（来日）は、2015 年 2 月

6 日に行う予定だと連絡が有

りました。 

2. 8 月 28 日ガバナー公式訪

問時の時ネクタイ着用でお願いします。 

３．本日 18;30 から壁屋事務所で理事会を開催しま

す。 

委員会報告 

出席報告  委員長  原田 雄幸 

8 月 21 日 会員数 34 名 出席者 26 名  出席率 76％ 

 

 広報かんだ        №1338 2014/08/25 

苅工インターアクトクラブ 

韓国へ国際交流に 

 8 月 8 日から 3 泊 4 日で苅田工業高校のインターア

クトクラブの生徒6名が韓国晋州市を訪れました。これ

は苅田ロータリークラブと晋州市の晋州飛鳳ロータリ

ークラブが姉妹提携していることから国際交流の一環

で隔年、相互に訪問をしているもの。生徒は現地の高

校を訪問したり文化施設の見学をしたりするなど交流

を深めました。訪問に先立ち 8 月 1 日、生徒は役場を

表敬訪問し、町長は「日本のことや自分たちの学校の

良さをアピールし、思い出に残る夏休みにしてきて下

さい」とエールを送りました。 

8 月 21 日 例会  

 

 

 

 



お客様 

第一グループガバナー補佐 

 米原 宏 （行橋みやこ RC） 

増強についてお話をしてみ

たいと思います。 

もう皆様も御存知の様に今年度のＲＩの会長は台湾

のゲイリーＣ.ホアン会長です。テーマは“ロータリーに

輝きを”です。 

このテーマを受けまして熊澤ガバナーは 2700 地区

のモットーとして“あたたかき心を常に抱いてロータリ

ーに輝きを”を掲げられました。具体的には会員増強、

青少年奉仕、財団等の活性化が挙げられます。そし

てこれらを推進して行く為に欠かせないものがロータリ

ーデイの開催、ロータリーファミリーの活用です。ロー

タリアンの家族はもちろん、一般の色々な人々にロー

タリーを宣伝して、「ロータリーはこの様な良いことを行

っているよ」って知って頂き、そしてロータリーを理解し

て頂き、やがてはロータリーに入会して頂きたいと思

われていると思います。それ故に皆さんに会員増強を

頑張って下さいという事だと思います。 

増強には退会者を出さない事も欠くべからざる事と

思います。やむを得ない場合もありましょうが、原因と

してクラブ内に何かあるのではないか？という事も考

えて頂きたいと思います。それにはクラブ奉仕部門の

充実が一番だと思います。 

 この一年間熊澤ガバナーの方針に添って一生懸

命頑張って行きたいと思いますのでご支援ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

クラブ協議会 

※米原ガバナー補佐から適切なアドバイスを頂きまし

た。有難うございます。 

【ガバナー補佐の役割】 

 （Pole of tｈe Assistant Governor） 

  全ガバナーは、ガバナー補佐を任命しなければな

らない。ガバナー補佐は、地区レベルでの任務を遂

行し、指定されたクラブの管理運営に関してガバナー

を補佐する。ガバナー補佐の役割と責務に関する情

報は、「地区を成功に導くリーダーシップ：ガバナー補

佐編」を参照のこと。 

【公式訪問】 （The Official Visit） 

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の

各ロータリークラブを、個々のクラブまたは複数クラブ

合同で、以下の目的をもって訪問するものである。 

 ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を待

たせる。 

 弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに特別

な関心を払う 

 奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきた

てる。 

 クラブ定款と細則が、ロータリーの組織規定を順

守していることを確認する 

 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバ

ナー自ら表彰する（RI 細則 15.090.） 

ガバナーあるいはガバナー補佐は、公式訪問の際

にクラブ目標への進展状況を確認するべきである。訪

問は、ガバナー出席の効果が最も高まるよう、加盟認

証状伝達式、入会式、新会員オリエンテーション・プロ

グラム、表彰式、特別プログラム、ロータリー財団行事、

都市連合会などの行事とあわせて行うべきである。多

クラブ合同、あるいは都市連合会においては、ホストク

ラブに限らず、全参加ｸﾗﾌﾞを挙げての出席を強調す

べきである。（ロータリー章典 17.030.4．）ガバナーは

また、地区がｸﾗﾌﾞをより効果的に支援する方法につ

いて、クラブから意見を求めるべきである。 

          

2013 年 手続要覧 第 1 部 2 章 地区 

 

【【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  原 公克  

 

地区第一グループガバナー補佐 

米原 宏   クラブ協議会に訪問させて頂きました。私の義務ですが、至らない面が多いと思います

が宜しくご協力お願いします。 

 

壁屋 好惠  米原宏第一グループガバナー補佐公式訪問有難うございました。 

丸山 謙一  米原ガバナー補佐有難うございました。よろしくお願いします。 

竹部 武男  例会欠席のおわびです。会報雑誌委員会と青少年奉仕委員会には、大変ご迷惑をおかけ

しております。 

片岡 孝市  米原ガバナー補佐公式訪問有難うございます。 

矢野 強   米原ガバナー補佐、1年間ご苦労をおかけします。 

田中 一義  都合によりクラブ協議会を早退します。申し訳ありません。 

鈴木 公利  本日の理事会欠席致します。 

桧槙 敬   ニコニコします。 

松田 博文  米原ガバナー補佐、厳しいご指導宜しくお願いします。 

渡邊 和義  米原ガバナー補佐、ご訪問ありがとうございます。 

高城 雅春  苅工 IAC 短期研修、出発式及び解散式多数出席頂き有難うございました。 

定野 邦男  米原宏ガバナー補佐、今日は有難うございました。 

原  公克  米原ガバナー補佐、本日は有難うございました。 

高橋 功吉  欠席します。申し訳ありません。 

 

集計 32,000 円        累計 144,000 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 9 月 18 日 移動夜間例会 18:30～  

              「観月会」九電資料館   

行 橋 Ｒ Ｃ 9 月 9日（山翠会合同）月見夜間例会  

               正八幡宮  18:30～ 

         9 月 23 日 休会（祝日） 

 

 

 

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 


