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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 

８月２７日（木） クラブ協議会 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

       宮田将英 ガバナー補佐 

 

■地区・第１G・行事予定 

 7月 23日（木） ４０周年記念実行委員会       

三原文化会館  18：30～ 

 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１８６９例会＞ 

本田ガバナー 公式訪問 

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


第 1868回 例会記録 ＜2015 年 7 月 16日＞ 

会長の時間  会長  杉坂 正徳 

 宮田第１グループガバ

ナー補佐、本日はこの後

のクラブ協議会で、ガバ

ナー公式訪問資料の説

明をさせて頂きますので、

よろしくお願いします。 

さて後２週間後に、姉妹

クラブの晋州・飛鳳ロータ

リーが提唱してます、善明女子高校の生徒６人が

訪日して来ます。７月３０日（木）～８月２日（日）の３

泊４日と短い期間ですが、彼女たちが少しでも多く

日本の文化・習慣を勉強して頂いて、更により親日

の気持ちを持って帰国して頂ければ幸いです。 

 

青少年奉仕に携わる事は極めて慎重に対応して

頂きたいです。（青少年の国外旅行） 

 １. 保護者から書面にて許可を頂く事。 

 ２. 保護者に旅行日程、プログラムの詳細、宿 

泊先、責任者の連絡先を出発前に必ず通知して

おく。 

 ３. 生徒達が出発し自宅に帰るまでの期間、医

療費等を含め充分に満足のいく補償をすべきで

ある。 

 

青少年の保護 

 我々ロータリアン、クラブ、地区は虐待とハラス

メント防止に関する RI の指針に従わなければな

らない。性的虐待あるいはハラスメントの申し立

てがあった場合は、第三者による、徹底した調査

を行い、問題が解決するまでは、青少年との関

係を一切断たなければならない。又即刻警察等

に報告しなければならない。 

 クラブとしては適切に対処しなくていけない、怠

った場合は、RI 理事会よりクラブの加盟を停止、

終結させられることもある。 

 

 未来ある青少年たちを、厳しく優しく温かく育成

奉仕をお願いします。 

幹事報告    屏 正隆 

・来週２３日は、ガバナー公式訪

問です。１２:００集合、ピンクのロ

ータリーネクタイ着用でお願い

します。 

・７月３０日は、韓国善明女子高

校生を迎えて、ホームスティ先

のホストファミリーと一緒の夜間例会です。 

・ガバナー公式訪問資料に綴じています今年度の予

算の収入の部と支出の部の説明を致します。        

（ガバナー公式資料 綴込みの予算の収支から） 

   

委員会報告   

40 周年記念実行委員会 総務委員長 鈴木公利 

・7 月 23 日 １８:３０～１９:３０ 三

原文化会館 ２階で４０周年記念

事業実行委員会を開催致しま

す。  

 

 出席委員会  委員長 前田 頴子 

７月 16 日 会員数 35 名  

出席者 33 名 出席率 94％ 

 

☆韓国善明女子高校訪日 

 

日程予定 

７月３０日 ・博多港に到着 （12：25着） 

→歓迎夜間例会 １８:３０～１９：４５ 

７月３１日 ・苅田工業高校集会→町長表敬訪問→ 

→ＴＯＴＯ朽網工場見学 

８月 １日 ・山口秋芳洞→関門海峡観光 

８月 ２日 ・出発式 ８:４０～９:００→博多港に送り 



 ガバナー補佐 公式訪問  

２７００地区 第一グループガバナー補佐 

 宮田 将英 （行橋ＲＣ） 

本日ガバナー補佐になりまし

ての初めてのクラブ協議会に参

加させて頂きます。よろしくお願

いします。 

Ｋ．Ｒ．“ラビ”ラビンドラン ＲＩ

会長は、スリランカコロンボで紅

茶のティーバックの製造をしてい

る“Ｐｒｉｎｔｃａｒｅ ＰＬＣ”の創設者です。テーマの［世界

へのプレゼントになろう］について 

『私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。

しかも、終わりは思ったより早く来るものです。

この限られた人生をどのように過ごしたらいいの

でしょうか。世界が良い場所となるよう、人のた

めに何かしますか。それとも、インドの著名な詩

人、ラビンドラナート・タゴールの言葉のように、

「楽器の弦の張替えばかりしていて、肝心な歌を

歌わずに」毎日を過ごしますか。 

（中略） 

物を手に入れるために身をやつします。しかし、

私たちがこの世を去った後、人が思い起こすのは、

私たちが生前乗っていた車でも、着いていた服で

も、肩書きでも、役職でもありません。より大き

な資産や、より高い地位を得ようと払った努力の

事でもありません。 

結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほ

どの得たかではなく、どれほど与えたかによって

判断されるのです。』 

   ２７００地区・ガバナーメッセージ 

「考えようロータリーの多様性とクラブの主体

性を」このメッセージの決めた理由 

『ご存知の通り、ロータリークラブは 1905年ア

メリカのシカゴでＰ．ハリス他３名の実業家によ

って誕生いたしました。今では国連並の世界で２

００以上の国と地域に、会員数１２０万人を超え

る大きな団体となりました。一方では創立当初と

は様変わりの多様化・国際化が進んで来ました。   

日・米・欧など、いわゆるロータリー先進国で

の会員数の減少が顕著となり、逆にインド、南米、

メリカ、アジア等、いわゆる新興国の会員が増加

する傾向が続いていています。Ｅクラブや衛星ク

ラブ等、新しい形体のクラブの誕生。女性会員の

増大（全世界の女性比率は２０％） 

ガバナーはＲＩ理事会の監督の下で職務を行う

その地区に於けるＲＩの役員であると書かれてい

ます。ＲＩの役員である以上、ガバナーはＲＩの

方針を正しく理解し、それを正しく地区に伝える

義務を負っています。反面、各クラブは独立性（自

主性）を認められており、最終的な意思決定権は

各クラブに有るという微妙な関係にあります。 

      ～ガバナー月信 ７月号より～ 

私は、苅田ロータリークラブの会員の皆様にガバ

ナーのモットーをお伝えすること、苅田ロータリーク

ラブの自主性と会員の活躍等をガバナーにお伝え

することが大事な仕事だと考えています。 

 

クラブ協議会 

１．開会点鐘 

２.杉坂会長挨拶 

３．議長選出（細則により杉坂会長） 

４．会員自己紹介 

    氏名・職業・所属委員会 

５．クラブ概要報告 

６．委員会活動報告 

７．宮田ガバナー補佐 所感 

宮田ガバナー補佐 質疑応答 

８．壁屋直前会長謝辞 

９．閉会点鐘 

 



   

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

杉坂 正徳    宮田ガバナー補佐 有難うございます. 

桧槙  敬     宮田ガバナー補佐 お疲れ様です。 

高橋 功吉    宮田ガバナー補佐 本日は有難うございました。 

片岡 孝市    宮田ガバナー補佐 公式訪問有難うございます。 

松田 博文    宮田ガバナー補佐 本日の公式訪問有難うございました。 

竹部 武男    例会欠席のお詫びです。 

鈴木 公利    ７月１１日国際ロータリー(ＲＩ)第３ゾーン戦略計画推進セミナーに出席して勉強して参りました。 

壁屋 好惠    宮田ガバナー補佐 公式訪問有難うございました。 

國永 修一    申し訳ありません。職業奉仕やってきます。 

福田 洋司    早退して申し訳ありません。 

丸山 謙一    宮田さん ありがとうございました。 

長江 三郎    宮田ガバナー補佐 本日は有難うございました。 

渡邊 和義    早退します。 

 

集計 35,000 円     累計 100,000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 8 月 12 日 →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 8 月 12 日 

9 月 2 日 

→休会 

→ガバナー公式訪問 

行橋ＲＣ 7 月 28 日 

8 月 4 日 

8 月 11 日 

→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 16日  お弁当メニュー 

 

・穴子とベーコンのロールフライ 

・チンジャオロース 

・肉団子の照焼 

・きんぴら牛蒡サラダ 

・チョコレートケーキ 

・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 


