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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 

12 月 4 日（木） クラブ協議会 

12 月 11 日（木） ＩＴ委員会 

12 月 18 日（木） クリスマス家族親睦会 

        18：30～ スカイホテル苅田 

12 月 25 日→21 日（日）チャリティ餅つき大会 

    08：00～ サンリブ・エル・苅田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

麻生  『大浦荘』 

■地区・第１G・行事予定 

12月 5日（金） 広報の為の実践セミナー 

12月 11日（木） 第１グループ会長幹事会 

■ＩＡＣ 

12月 11日（木） 16：30～  

 

＜第 1837 回例会＞ 

社会奉仕委員会  

手話ボランティア：五家
ご か

 裕子
ゆ う こ

さん 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1836 回 例会記録（2014 年 11 月 20 日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

みなさまこんにちは 本日いた

だきます卓話は田辺Ｒ情報委員

会委員長です、ロータリ－に関す

る情報を提供していただき、理解

したいと思います。後程どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 財団月間ですので、財団のおはなしを少し詳しくいた

します。 

ロ－タリ－財団の使命は、ロ－タリアンが人々の健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済するこ

とを通して「世界理解、親善、平和を達成できるようにす

る事」が使命です。 

ロ－タリ－財団の役割は、国際ロ－タリ－の承認を受

けて、目標を実現して行く事です。クラブレベルに置き換

えると、国際ロ－タリ－がクラブ理事会、ロ－タリ－財団

がクラブ役員と考えると、分かりやすいと思います。 

国際ロ－タリ－の方針をきめるのは、国際ロ－タリ－理

事会です。この国際ロ－タリ－理事会に相当するのが、

ロ－タリ－財団の場合管理委員会です。管理委員会と

言う訳語を使っている為に、各種委員会の一つに思えて、

少しわかりにくいかも知れませんが、国際ロ－タリ－理事

会、ロ－タリ－財団管理委員会の傘下にそれぞれ各種

委員会あります。その各種委員会が色々なことを研究調

査し、国際ロ－タリ－や財団管理委員会に報告します。

その報告を得て理事会や管理委員会が承認したり、決

定したりします。 

国際ロ－タリ－とロ－タリ－財団だけが、協力するわけ

ではありません。世界にはロ－タリ－と共通の夢と目標を

抱いている団体もありますので、そのような団体と協力す

ることが適切な場合もあります。 

未来の夢計画の下で、今まで以上に他団体との協力

は現実のものになっています。未来の夢計画に至るまで

のロ－タリ－財団の歴史を、簡単に振り返ります。 

ロ－タリ－財団の発足は 1917年のアトランタ国際大会

で、ア－チ・クランプＲＩ会長が提案したことで始まり、そし

てこのことでア－チ・クランプ氏は、財団の父と呼ばれる

様になにました。 

 ロータリ－財団の最初の補助金は、ロ－タリ－の創始

者、ポ－ル・ハリスが名前を隠して５００ドルを寄付し、身

体障害者児童保護協会にその５００ドルを送ることを要

望したのが、初めての授与となりました。その後１９４８年

最初の財団プログラムとして、６か国１８人の奨学生が授

与され、これが最初の国際親善奨学生の誕生となりまし

た。先週お話しました、緒方貞子氏もロ－タリ－財団の

国際奨学生が未来で活躍したとして紹介されています。 

 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

本日 11 月 20 日 18：30 から 壁屋事務所で理事

会を開催致します。また、16：30 から インターアクトの

例会がありますので皆さん出席宜しくお願いします。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 委員長  屏 正隆 

11 月 27 日 卓話ですが、長年手話のボランティア

をされています。五家裕子さんをお迎えしてお話をし

ていただく予定です。 

チャリティ餅つき大会についての炉辺会合を 25 日

（火曜日）12：00 からロータリー事務所で行いますので、

社会奉仕委員の方は出席宜しくお願いします。 

 

出席委員会 委員長  原田 雄幸 

11 月 20 日 会員数 35 名：出席者 28 名 

修正出席率 8３％ 

メークアップ  20日 IAC例会 壁屋 R・矢野 R・松田 R 

卓話 

R 情報委員会 委員長   田辺 浩爾 

 我クラブでは、前年度の会長

が次年度のロータリー情報委

員長に就任することが慣習とな

っています。久しぶりに皆さん

の前で、ロータリー情報委長と

してロータリー情報の役割をお

話しさせて頂きたいと思います。 



ロータリー情報委員会の主な活動 

１、 会員候補者にロータリークラブ会員の特

典と責務に関する情報を提供する。 

２、 会員、特に新会員に会員の特典と義務に関

する適切な理解を与える。 

３、 会員にロータリー、その歴史、理念、目的、

規模、活動に関する情報を提供する。 

４、 会員に国際ロータリーの管理運営につい

ての情報を提供する方策を考案し、これを

実施するものとする。 

以上 4 項目がロータリー情報委員会の役割となりま

す。 

１、会員候補者にロータリークラブ会員としての

特典と責務に関する情報を提供するに関しましては、

会員候補者つまり、入会が内定している方に対し、例

会を体験してもらうであるとか勉強会に参加してもらう

などのステップであります。大きなクラブでは行ってい

るところもあるようですが、我クラブでは行っていない

のが現状です。また、「特典と責務」は何かについて 

特典 

① ロータリークラブの会員には本人が希望して

もなれない。会員により、推薦されて初めて会

員となれます。 

② 全世界に品性高潔な約１２０万人の友人を得

ること。 

③ 全世界のロータリークラブ例会、ロータリー会

合に参加できること。 

④ 奉仕活動に参加できること。 

⑤ ロータリアンとしての絶大な信用を得られるこ

と。 

⑥ ロータリアンとして適格な人をクラブに推薦す

ることができること。 

責務 

① ＲＩ定款・細則並びにロータリークラブ定款細

則を順守すること。 

② 入会金、会費を納入すること。 

③ 新会員を推薦すること。 

④ 委員会活動、そのほかロータリープログラム

に参加すること。 

⑤ 雑誌「ザ・ロータリアン」又は「ロータリーの友」

を購読すること。 

２、会員、特に新会員に会員の特典と義務に関す

る適切な理解を与える。もほぼ１の項目と内容は同じ

ではありますが、違うのは責務が義務に変わっている

ところ入会前と入会後では言葉が変わっています。 

３、会員にロータリー、その歴史、理念、目的、

規模、活動に関する情報を提供する。というところが

一番大変なところです。このロータリーの１１０年の長

い歴史や理念や目的も人それぞれ解釈に違いもあり

ます。また規模、活動についても多岐にわたります。こ

れらすべてを紹介することはできませんが、我クラブ

に合う内容や会員が興味を示す活動を紹介していき

たいと思います。 

４、会員に国際ロータリーの管理運営についての

情報を提供するは、我クラブには地区ロータリー情報

委員会角田委員もいらっしゃいます。 

☆先月１０月２５日に地区ロータリー情報委員長会議

が開催されました。その中でＲＩや地区の近況につい

ていくつか発表がされていましたのでご報告いたしま

す。 

【新世代奉仕が青少年奉仕と合併したことにつきまし

て、違和感があるため２０１６年の規定審議会では再

度別々にするべく立法を検討中であるとのこと】 

そもそもこの規定審議会とは何かと申しますと。3 年に

1 度開催される規定審議会では、クラブや地区、理事

会などから提案された立法案の審議と投票が行われ

ます。組織としてのロータリーの運営について、ロータ

リアンが意見を表明する場となります。次回の審議会

は、2016 年 4 月に開催されます。立法案を RI 世界本

部に提出する締切日は 2014 年 12 月 31 日（必着）で

す。締切日の例外は認められません。また、クラブか

らの立法案は地区の承認を受ける必要があります。 

審議会で行われること 

審議会では、各ロータリー地区から派遣された代表議

員が、提出された制定案と決議案を討議し、投票を行

います。「制定案」はロータリーの組織規定に変更を

加えるもの、「決議案」は意見を表明したり、RI 理事会

への提案を示す案件です。RI 理事会は、審議会で採

択された決議案と、審議会から理事会に回付された

案件を討議し、決定を下します。 

このようなお話をまた時間を設けまして皆さんにお話

ししてまいります。



 

ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  田辺Ｒ情報委員会委員長、卓話を有難うございました。 

丸山 謙一  久しぶりに兄弟 3人で飲みました。 

原田 雄幸  早退します。 

矢野 強   いつの間にか、我が家に介護用取手が付きました。 

高橋 功吉  無事、新潟から帰って来ました。 

片岡 孝市  田辺さん卓話ありがとうございました。 

鈴木 公利  先週出張で欠席しました。出張中に前職で勤務していた職場を訪問し、入社に関わった

女性社員に 20年振りに再会しました。 

田辺 浩爾  つたない卓話でした。ありがとうございました。 

角田 成弘  田辺委員長 卓話ありがとうございます。 

杉坂 正徳  田辺委員長 卓話ありがとうございます。新会員の勉強会をしてください。 

國永 修一  2週続けての欠席、申し訳ありません。 

屏 正隆   来週の例会は皆さん休まずに来て下さい。 

 

 

集計 16,000 円       累計 395,460 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】 

 

行 橋 Ｒ Ｃ １２月１６日→忘年クリスマス家族例会 

            １２月２３日→休会 

            １２月３０日→休会 

         

田 川 Ｒ Ｃ 1２月１０日→年末家族会 

            １２月３１日→休会 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ １２月１９日→２０日 餅つき大会 

            １２月２６日→クリスマス家族例会 

 

行橋みやこＲ Ｃ １２月２４日→２５日 クリスマス例会 

            １２月３１日→２８日 餅つき大会 

 

 

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 

  

 

【本日の昼食】 

☆ 豚肉の大根おろしあんかけ 

☆ 海鮮フライとカキフライ 

☆ 安納芋のパウンドケーキ 

☆ 秋刀魚の甘露煮 

☆ タコと花レンコン和え物 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

     スカイホテル苅田 

 

 

 

 

 

 

 

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 


