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＜＜＜＜2700270027002700 地区テーマ地区テーマ地区テーマ地区テーマ＞＞＞＞    

『『『『考えようロータリーの考えようロータリーの考えようロータリーの考えようロータリーの多様性と多様性と多様性と多様性と    

クラブのクラブのクラブのクラブの主体性主体性主体性主体性をををを』』』』    

    

＜＜＜＜苅田ロータリークラブ苅田ロータリークラブ苅田ロータリークラブ苅田ロータリークラブ＞＞＞＞    

『『『『奉仕の喜び・人は人のために奉仕の喜び・人は人のために奉仕の喜び・人は人のために奉仕の喜び・人は人のために』』』』    

    例会予定例会予定例会予定例会予定        ７７７７月月月月１６１６１６１６日（日（日（日（木木木木））））    宮田宮田宮田宮田ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問    ７７７７月月月月２３２３２３２３日（日（日（日（木木木木））））    本田本田本田本田ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問    ７月３０日（木） 韓国善明女子高校歓迎夜間例会           18：30～ スカイホテル苅田  ８月 ６日 (木) 2014-15 年度決算報告・会員卓話 ８月１３日 (木) 休 会 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        新旧会長幹事新旧会長幹事新旧会長幹事新旧会長幹事            ■地区・第１■地区・第１■地区・第１■地区・第１GGGG・行事予定・行事予定・行事予定・行事予定    9 月 4 日（金） 日韓親善会議 2015 ■ＩＡＣ■ＩＡＣ■ＩＡＣ■ＩＡＣ  7 月 26 日（日） IAC 指導者講習会   10：00～ 九州国際大学/KU ホール 

    ＜第＜第＜第＜第１８６７１８６７１８６７１８６７例会＞例会＞例会＞例会＞    
委員会活動方針委員会活動方針委員会活動方針委員会活動方針    



第第第第 1866186618661866 回回回回    例会記録例会記録例会記録例会記録 ＜2015 年 7 月 2 日＞ 
会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間        会長会長会長会長        杉坂杉坂杉坂杉坂    正徳正徳正徳正徳  私は１９６４年８月２９日 苅田町生まれの５０歳です。南原小学校、苅田中学校、豊津高校（現・育徳館）、日本文理大学（大分）を卒業後、２２歳で宇部興産の商社である宇部貿易（株）（現・宇部建設資材販売（株））に入社しました。 ２０年間東京での会社員生活を経て、平成１７年に苅田町に家族４人で戻り、両親が営なんでいた不動産業を継承して現在に至っております。現在は家族が５人になりました。  苅田ロータリークラブには、平成１８年１２月に入会させて頂きました。（スポンサー・福田会員）最初の３年は不良会員で、全く面白くなかったと思います。しかし諦めずにいつも、いつも例会出席要請の電話をしてくれた、松田会員には感謝しております。ありがとうございました。４年目に親睦委員長、５年目に青少年育成委員長、６年目に社会奉仕委員長、７年目に幹事、８年目の昨年度はクラブ奉仕委員長、９年目の今年度、苅田ロータリークラブ４０周年という節目の年に会長の大役を頂いた事に感謝と重圧を感じております。   さて２０１５－２０１６年度 会長方針のお話をします。 今年度のクラブテーマ「奉仕の喜び・人は人のために」「奉仕の喜び・人は人のために」「奉仕の喜び・人は人のために」「奉仕の喜び・人は人のために」  “奉仕が出来る事への喜びを感じ、人は人のために何が出来るか、何をすべきか、出来る事は喜んでやる”を心に、積極的な活動をお願いします。  清掃活動、チャリティー餅つき大会、移動職場例会、普州飛鳳 RC の３０周年参加、善明女子校訪日短期研修、クリスマス家族会他多くのプログラムが組まれております。各会員が楽しく、家族が喜んで頂ける会にしましょう。拡大増強は５人以上の会員増を達成するために、拡大増強委員以外もお集まり頂いて炉辺会合を開き増強活動をしたいです。広報 ＩＴ委員会は今年度中にホームページのリニューアルを実現して下さい。  ４０周年事業は会員全員の協力がないと、良い事業にならないと思ってますので、是非全員参加型の事業にして頂きたいです。実行委員長・総務委員長に

は大変ご苦労をおかけしますが、必ず成功させて下さい。  会員の皆様、どうか１年間ご協力をお願いします。  
幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                屏屏屏屏    正隆正隆正隆正隆    ・７月２３日にガバナー公式訪問が開催されます。会員の皆様は 12：00集合でジャケット着用にピンクのネクタイで参加お願い致します。 ・理事会の開催予定ですが、毎月第三木曜日に開催致します。                                 ・年間プログラムは決定いたしましたが、年間予算に関しましては、来週の例会にてご報告させて頂きます。 ・新しいロータリ旗と国旗の作成費ですが、昨年の予算より捻出させて頂きましたことをご報告させて頂きます。 ・7月分口座振替金額は、7月分の会費 16,000 円と記念行事積立金1,000円の通常会費17,000円となっています。 
委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                    IAIAIAIA 委員会委員会委員会委員会        委員長委員長委員長委員長    高橋高橋高橋高橋    功吉功吉功吉功吉    ・本日 18：30から IA委員会を“ぶんぶく茶屋”で開催いたします。         出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会        委員長委員長委員長委員長    前田前田前田前田    頴子頴子頴子頴子    ７月２日 会員数 ３５名  出席者 ３０名 出席率８６％ メークアップ ７月４日 
 地区拡大・会員増強委員会  幾田 R・屏 R・鈴木 R  IAC 地区研修   高城（雅）R IAC ハングル講座  壁屋 R・高橋 R 



2015201520152015----16161616 年度年度年度年度    第一第一第一第一例会例会例会例会式次第式次第式次第式次第 １．開会・点鐘 ２．国家斉唱 ロータリーソング『奉仕の理想』 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）みんなに公平化か      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   地区テーマ 『考えよう ロータリーの多様性と クラブの主体性を』   クラブテーマ 『奉仕の喜び・人は人のために』  ３．新旧会長幹事交代式   ４．地区委員 委任状の授与    地区国際社会奉仕委員長  片岡孝市 R    地区拡大・会員増強副委員長 鈴木公利 R    地区ロータリー情報委員 角田成弘 R ５．お誕生日のお祝い（７月生まれ） ６．会食 ７．会長の時間：杉坂会長 ８．幹事報告：屏幹事 ９．委員会報告    各委員会    前田 出席委員長 １０．ニコニコの時間 高城直紀親睦委員長 １１．閉会・点鐘 

                                    前丸山幹事・前壁屋会長前丸山幹事・前壁屋会長前丸山幹事・前壁屋会長前丸山幹事・前壁屋会長                杉坂会長・屏幹事杉坂会長・屏幹事杉坂会長・屏幹事杉坂会長・屏幹事        
善明女子高校訪日善明女子高校訪日善明女子高校訪日善明女子高校訪日    日程予定日程予定日程予定日程予定    7777 月月月月 30303030 日日日日（木）（木）（木）（木）    コビーコビーコビーコビー210210210210 便便便便        12121212：：：：25252525 博多港着博多港着博多港着博多港着    ・博多港にお迎え→ 昼食→福岡市内観光→苅田 ・・・・苅田苅田苅田苅田 RCRCRCRC 歓迎夜間例会歓迎夜間例会歓迎夜間例会歓迎夜間例会    （（（（18181818：：：：30303030～１９：４５）～１９：４５）～１９：４５）～１９：４５）                                            （ホームスティ先 泊）    ７月７月７月７月 31313131 日日日日（金）（金）（金）（金）    ・苅田工業高校（全校集会・IAC 例会） ・苅田町長表敬訪問→昼食→工場見学等    （ホームスティ先 泊） 8888 月月月月 1111 日日日日（（（（土土土土））））    ・山口秋芳洞 観光                  （ホームスティ先 泊） 8888 月月月月 2222 日日日日（（（（日日日日））））    ・・・・出発式出発式出発式出発式    （（（（8888：：：：40404040～～～～9999：：：：00000000））））        スカイホテル苅田スカイホテル苅田スカイホテル苅田スカイホテル苅田       博多港に送り                         ビートルビートルビートルビートル 133133133133 便便便便    12121212：：：：30303030 博多港発博多港発博多港発博多港発         

ﾎｰﾑｽﾃｲ 受入れ先 片岡 R邸・田辺 R邸・原 R邸  



    ニコニコニコニコニコニコニコニコ BOXBOXBOXBOX                                親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会        高城高城高城高城    直紀直紀直紀直紀    委員長委員長委員長委員長        杉坂  正徳   一年間宜しくお願いします。 屏    正隆   一年間明るく元気に頑張ります。皆様ご協力よろしくお願いします。 壁屋  好惠   杉坂会長他、新執行部の皆様宜しくお願い致します。1年間有難うございました。 渡邊  和義   前年度役員の皆様お疲れ様でした。新年度の若々しい役員のパワーを期待しています。 原   公 克   一年間宜しくお願いします。 片岡  孝市   会長杉坂さん、幹事屏さん、1年間宜しくお願いします。 桧 槙  敬   お誕生日祝いを頂き、有り難うございました。 鈴木  公利   新会長、役員の方々1年間宜しくお願いします。人間ドッグに大きな問題はありませんでした。 丸山  謙一   新役員の皆様、1年間宜しくお願い致します。昨年断念した高岩～一望岩を縦走しました。 矢 野  強   いよいよ 40周年の期が始まりました、それぞれの役目を頑張りましょう。先日忘年会の後、長江パスト会長の教育を受けました、ありがとうございました。 松 田  博文   杉坂会長、屏幹事他、新役員、この 1年間宜しくお願いします。 井手口貞治   今年度も 1年間宜しくお願い致します。 竹部  武男   前回欠席のお詫びです。 高橋  功吉   40周年が大成功しますように。 國永  修一   新年度を祝ってニコニコします。 角田  成弘   地区Ｒ情報委員として頑張ります。 高城  直紀  1 年間皆様にニコニコ良い事がありますように！！  集計集計集計集計 46,00046,00046,00046,000 円円円円                    累計累計累計累計    46,00046,00046,00046,000 円円円円
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           行橋みやこＲ行橋みやこＲ行橋みやこＲ行橋みやこＲ    ＣＣＣＣ        ７７７７月月月月１５１５１５１５日→日→日→日→１７日（金）１７日（金）１７日（金）１７日（金）    移動例会移動例会移動例会移動例会                                                        ７月２２日→親睦夜間例会７月２２日→親睦夜間例会７月２２日→親睦夜間例会７月２２日→親睦夜間例会    8888 月月月月 12121212 日→休会日→休会日→休会日→休会    豊豊豊豊    前前前前    西西西西    ＲＲＲＲ    ＣＣＣＣ        ７７７７月月月月２４２４２４２４日→日→日→日→休会休会休会休会                                                            8888 月月月月 14141414 日→休会日→休会日→休会日→休会                                                            8888 月月月月 21212121 日→納涼家族会日→納涼家族会日→納涼家族会日→納涼家族会    田 川 Ｒ田 川 Ｒ田 川 Ｒ田 川 Ｒ ＣＣＣＣ        ７７７７月月月月２２２２２２２２日→日→日→日→納涼親睦夜間例会納涼親睦夜間例会納涼親睦夜間例会納涼親睦夜間例会    行 橋 Ｒ行 橋 Ｒ行 橋 Ｒ行 橋 Ｒ ＣＣＣＣ        ７月２１日→前会長幹事慰労会７月２１日→前会長幹事慰労会７月２１日→前会長幹事慰労会７月２１日→前会長幹事慰労会     ７７７７月月月月２８２８２８２８日→日→日→日→公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会    

近隣クラブ例会曜日近隣クラブ例会曜日近隣クラブ例会曜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             ７７７７月月月月２２２２日日日日        お弁当メニューお弁当メニューお弁当メニューお弁当メニュー    ・豚肉の生姜焼き・豚肉の生姜焼き・豚肉の生姜焼き・豚肉の生姜焼き    ・海老のチリソース・海老のチリソース・海老のチリソース・海老のチリソース    ・中華春雨・中華春雨・中華春雨・中華春雨    ・マカロニサラダ・マカロニサラダ・マカロニサラダ・マカロニサラダ    ・チョコセミフレット・チョコセミフレット・チョコセミフレット・チョコセミフレット    ・ご飯・ご飯・ご飯・ご飯    ・味噌汁・味噌汁・味噌汁・味噌汁    ・珈琲・珈琲・珈琲・珈琲                    スカイホテル苅田スカイホテル苅田スカイホテル苅田スカイホテル苅田                週報委員週報委員週報委員週報委員    青木青木青木青木政憲政憲政憲政憲    竹部竹部竹部竹部武男武男武男武男    松田松田松田松田博文博文博文博文    安田定行安田定行安田定行安田定行    


