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＜2015～2016年度ＲＩ＞  会  長：Ｋ．Ｒ ラビンドラン 

＜第 2700地区＞           ガ バ ナ ー：本田 正寛 

＜苅田ロータリークラブ＞ 会 長：杉坂 正徳 

副 会 長：國永 修一 

   幹  事：屏  正隆 

Ｓ Ａ Ａ：原  公克 

会報委員長：青木 政憲 

＜2700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』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『奉仕の喜び・人は人のために』 

 

例会予定 

 

７月２３日（木） 本田ガバナー公式訪問 

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 

８月２０日（木） 地区拡大・会員増強委員会 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

       杉坂正徳 会長 

■地区・第１G・行事予定 

 7月 16日（木） 理事会 

 7月 21日（火） ＩＣＳ委員会グループ別会議 

 7月 23日（木） ４０周年記念委員会 

 8月 9日（日） 地区ロータリー財団セミナー 

 8月 29日（土） 地区ロータリー情報委員会 

9 月 4日（金） 日韓親善会議 2015 

■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１８６８例会＞ 

宮田ガバナー補佐 公式訪問 

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


第 1867回 例会記録 ＜2015 年 7 月 9日＞ 

会長の時間  会長  杉坂 正徳 

 今日は、２０１５－２０１６年度 国際ロータリー  K. 

R. ラビ  ラビンドラン会長のお話しです。 

 RI 会長はロータリーの備え持った特徴をこう言っ

てます。『友人とは、必ずしも自分と似通った人では

なく、自分にないものを持った人、自分のいい所を

引き出してくれる人。』ロータリーは私たちの資質を

引き出し、それを人生で生かす道を見つけてくれる。 

又、『人生の価値はどれほど得たではなく、どれほ

ど与えたかによって判断される。』とも言ってます。 

 私自身はどうでしょう？家族、仕事、お金、何より

自分が大事と思う傾向が強いかもしれません。これ

を変えていきます。ロータリーにせっかく入会させて

頂いていますから、人に何かを与えていく気持ちを

いつも心に生活していきます。RI 会長はまさに、

「人は人のために」を言ってますね。 

 

幹事報告    屏 正隆 

・2700地区米山記念奨学委員会よ

り 2014-15年度の米山記念奨学金

の寄付金の納入明細が届いてい

ます。苅田ロータリークラブは個人

平均寄付額において地区第 4 位

でした。 

・7月23日のガバナー公式訪問時の服装は、ジャケッ

ト着用にピンクのネクタイでお願い致します。                               

委員会報告   

 記念事業実行委員会委員長  丸山 謙一 

・例会終了後式典委員会の方は話し合いがあります。    

 IA委員会  委員長 高橋 功吉 

・7 月 4 日ハングル講座がありましたので、本日のＩＡＣ

の例会は、中止となっています。 

 

 出席委員会  委員長 前田 頴子 

７月９日 会員数 ３５名  出席者 ２８名 出席率８０％ 

 5 大奉仕委員会 委員長 今年度方針  

 

クラブ奉仕委員長   國永 修一 

「クラブ奉仕とは、クラブの機

能を充実させるために、会員が

取るべき行動に関わるもの」そ

れは、「ロータリークラブの活動

の基準である五大奉仕を実践

すること」であろうと思われま

す。 

あまりに大きくまた漠然とした

定義が為されています。恥ずかしながら、今までロ

ータリーの勉強をおろそかにしてきた私にとっては

未だにその任務を掴みかねております。しかしなが

ら早くも年度が始まってしまいました。 

 私は、今年度の苅田ＲＣ会長の基本方針である

「奉仕の喜び・人は人のために」の達成のため、基

本となる我がクラブのクラブ活動の円滑化を図るた

め、各小委員会との連携を密にし、各委員会が活

動しやすくなるお手伝いをすることにより委員会活

動の活性化を促し、苅田ＲＣらしく明るく楽しいクラ

ブ作りを支援したいと思っております。 

微力ではありますが、皆様のご協力を得て任務

を果たしていきたいと思いますので、よろしくご協力

をお願い致します。 

 

職業奉仕委員会委員長   官見 敦司 

職業奉仕は、ロータリーの基

本と言われ職業サービスを念頭

に相手の立場にたった職業活

動を行い相手の喜びを自分の

喜びとしながら職業人としてより

高い倫理の向上に努め世の中

に広めていく事とあります。会員

は職業をとうしてより高い奉仕のあり方を探し続ける

ことが求められます。 

当委員会は会員の一助になるような活動を例会

を通じて実行していきたいと思っています。 



 本年度の活動は、職場例会・会員卓話・外来卓話

の三つで実地しロータリの樹の幹の部分に当たる

職業奉仕をさらに太く成長させ立派なロータリーの

樹となるように活動して行きたいと思います。 

 

社会奉仕委員会委員   高城 直紀 

社会奉仕は、ロータリアン一

人ひとりが「超我の奉仕」を実

証する機会です。地域に住む

人々の生活の質を高め、公共

のために奉仕することは、すべ

てのロータリアン個人にとって

も、またロータリークラブにとっ

ても献身に値することであり、社会的責務であると

考えています。 

１ 基本方針 

  社会奉仕プロジェクトは、地域社会のニースを

的確に把握し、それに応えていくこと。ロータリア

ンにとって学びの機会となること。地域社会にお

けるロータリークラブの役割を見出すこと。を念頭

に今年度の活動を推進していきます。 

 ２ 今年度事業計画 

 27 年 10 月中旬  白石海岸の清掃 

 27 年 12 月下旬  チャリティー餅つき大会 

 28 年 4 月上旬  高城山登山道立て看板の状況

調査 

３ 今後の課題 

社会奉仕活動として、白石海岸の清掃活動は

今年度で 3 年を経過したため、今後、地域社会

へ貢献できる新たな事業への展開を模索してい

くことが課題と考えます 

 7 月 4 日 ＩＡ地区研修会報告  

・ＩＡの例会を月 2 回行っているのは、苅田と福智の 2 校。 

・台湾の事前研修を 3 回に増やす。 

・活動の時は、保険に必ず加入する。 

  国際奉仕委員会委員長   田辺 浩爾 

 次年度の活動として主に予定

している行事は次の通りです。 

１）クラブ晋州飛鳳ＲＣの創立３０

周年記念式典への参加手

配 

２）２０１６年に韓国ソウルで行わ

れるＲＩ世界大会への参加手配 

以上を軸に活動していくことと考えております。 

この他に我クラブから片岡会員が地区ＩＣＳ委員

長に就任されていますので地区ＩＣＳ委員会から何

らか要請があった場合は片岡地区委員長をバック

アップ致します。 

 

青少年奉仕委員会委員長   高城 雅春 

苅田クラブでの青少年奉仕プ

ロジェクトは主に当クラブ提唱の

苅田工業高校インターアクトクラ

ブの活動を中心に行われていま

す。 

昨年度当初２３名の会員も今

季は３２名と大幅に増員し、顧問

教師のご指導、とインターアクトの奉仕活動の実績

が認められてきたものと推測されるところです。と同

時に、生徒自身の成長のレベルも上がり、ボランテ

ィアに対しての興味関心も以前と比較しますと大き

く増大してきているようです。この機に更に生徒の

意欲を引き出し、育てていきたいと考えています。 

今季インターアクトクラブでは毎年実施の韓国善

明女子高校インターアクトクラブとの国際交流事業

があります。 

高橋インターアクト委員長には担当委員会での

一大事業となりますし、例年同様の様々なプロジェ

クトも継続実施されますが、青少年奉仕委員会全

員の力を結集し臨みたいと思いますので、会員の

皆さんの一層のご協力をお願い致します。



   
ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

杉坂 正徳    五大奉仕委員長 頑張って下さい。長男が 21 歳になりました。 

屏  正隆    来週ガバナー補佐公式訪問よろしくお願い致します。16日 18:30から理事会です。出席お願い

致します。 

壁屋 好惠    図書館で写真展があっています。当 RC の松田プロの作品が展示されています。 

鈴木 公利    7/4 地区会員増強セミナーに副委員長として初めて主席し正解脳裏に終える事が出来ました。 

渡邊 和義    屏幹事、町民へ夢と希望を与える活動を期待します。 

田辺 浩爾    先週の第一例会を欠席しました。メーキャップします。 

高橋 功吉    ハングル講座が無事終わりました。後は本番に向け頑張ります。 

矢野  強    40 周年の記念式典の件で姫路に行って来ました。 

松田 博文    苅田町の工場萌え写真展が図書館であっています。時間のある方は、覗いてみて下さい。 

原  公克    皆さんに良い事があります様に ニコニコします。 

國永 修一    話が短く、すみません。 

高城 直紀    母校“育徳館高校”が野球初戦敗退していました。残念です。 

 

集計 19,000 円     累計 65,000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  
 

 

 

行橋みやこＲＣ 7 月 15 日 

7 月 22 日 

8 月 12 日 

→17 日移動例会 

→親睦夜間例会 

→休会 

豊前西ＲＣ 7 月 24 日 

8 月 14 日 

8 月 21 日 

→休会 

→休会 

→納涼親睦例会 

田川ＲＣ 7 月 22 日 

8 月 12 日 

9 月 2 日 

→納涼親睦夜間例会 

→休会 

→ガバナー公式訪問 

行橋ＲＣ 7 月 21 日 

7 月 28 日 

8 月 4 日 

8 月 11 日 

→前会長・幹事慰労会 

→公式訪問クラブ協議会 

→ガバナー公式訪問 

→早起き例会「花壇整備」 

 

 

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 

 

 

 ７月 9 日  お弁当メニュー 

 

・鶏肉の麻婆ソース 

・鱚の天麩羅 

・玉子豆腐 

・生ハムサラダ 

・スイカ 

・ご飯 ・味噌汁 ・珈琲     

スカイホテル苅田 

 

 

 

週報委員 

青木政憲 竹部武男 松田博文 安田定行 


