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＜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』 

例会予定 

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 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

       

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『奉仕の喜び・人は人のために』 

 

■地区・第１G・行事予定 

 8月 9日（日） 地区ロータリー財団セミナー 

8 月 19日（水） 40周年記念実行委員会 

          18:30～20:00 三原文化会館 

 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 

 

＜第１８７０例会＞ 

韓国 善明女子高校歓迎例会 

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


第 1869回 例会記録 ＜2015 年 7 月 23日＞ 

 

渡邊 剛  
（わたなべ たけし） 

職業分類：アパート・店舗管理  

事業所名：臨海商事(有) 

推 薦 者：屏正隆Ｒ・杉坂正徳Ｒ 

 

会長の時間  会長  杉坂 正徳 

本日は、本田ガバナー、苅田クラブ公式訪問本当

にありがとうございます。 

先週は青少年育成（インターアクト）

の事業である、韓国・善明女子高

校による、訪日短期研修のお話を

含めた、インターアクト、危機管理

のお話をさせて頂きました。 

今週は拡大増強のお話をします。２７００地区の会

員数は１９９６年（平成８年）に３，４９５名がピークで、

その後減少傾向で来ました。ここ３年程微増をしてお

りますが、２０１５年４月で３，１８６名です。ピークの平

成８年時の約８１%になっているのが現状です。 

苅田クラブは３５名で運営されておりますが、やはり通

年行っている奉仕活動を無理なくしていくためには、

４０名以上の会員で構成されると大きく違ってくると思

います。 

 本日、渡邊さんが新しい仲間となってくれましたので、

目標の４０人まで、あと４人の入会が必要となります。 

会員を増やすためには、どうすればいいのか？ 

やはり足を運びやすい、運びたくなる例会を作ってい

かなくてはいけないと思います。そして地域で本当に

喜ばれる奉仕活動をしていく、地域で親しまれるクラ

ブでないと、入りにくく、長く活動しにくいかも知れませ

んね。 

 まだ今年度始まったばかりですが、来年４月２日の４

０周年記念式典の時には、４０名以上になる事を本田

ガバナーに約束して、会長の時間を終わります。 

  

幹事報告    屏 正隆 

7 月 16 日開催されました理事会会議報告 

・８月のプログラムの承認  

・社協赤い羽根の募金を例年通り

10,000 円とする。  

・9 月 4 日開催の日韓親善会議に

田辺国際委員長が参加。登録料と交

通費の一部をクラブ負担とする。 

・8 月の会費は通常会費です。 

・40 周年記念事業として、会員おそろいのブレザーを

購入する。 

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 ４０周年記念事業実行委

員会を開催致します。  

IA 委員長   高橋 功吉 

・来週 7月 30日に韓国善明女子高校生が来日します。

夜間歓迎例会となりますまた、IA 善明

女子高校夏期研修に同行される会員

の皆さんご協力よろしくお願いします。 

出席委員会  委員長 前田 頴子 

７月 23 日 会員数 36 名  

出席者 32 名 出席率 89％ 

メークアップ  

７月２６日 インターアクト指導者講習会 高城（雅）R・高橋 R 

 

 

ロータリーの友 8月号（2015） 

ロータリーアットワーク２６ページに       

地区大会の米山ホームカミングで講演した      

謝氏の事を投稿した記事が掲載されています！ 

     事務所のお休み                 

8 月 11 日（火）/13 日（木）/14 日（金）  



 ガバナー 公式訪問  

会長・幹事との懇談会 

 

 

 

 

 

 

國永副会長  長谷川副幹事   屏幹事 

宮田ガバナー補佐 本田ガバナー 杉坂会長 

 

RI2700 地区ガバナー 本田 正寛  （福岡ＲＣ） 

 

 

 

 

 

本年度、２７００地区ガバナーの本田正寛です。 

２７００地区は６１クラブ、会員数 3,1１2 名（2015 年 6

月末現在）で構成されています。新年度早速、公式訪

問が始まりました。61 クラブ中、合同公式訪問をおこ

なっているクラブもありますので、11月までの 5か月間

に 50 クラブ（箇所）を公式訪問致します。本日の苅田

ロータリークラブ公式訪問は、私にとって 5 番目の公

式訪問です。 

苅田町は北九州市の南に隣接し、日産・トヨタ等の

自動車工場、セメント工場などの工場の町です。また、

陸・海・空の交通の要所で脚光を浴びているところで

す。大手企業が多く会員増強するのは大変難しいと

思われますが、苅田ロータリークラブは、公式訪問資

料・宮田ガバナー補佐から先日のクラブ協議会での

報告、先程の会長・幹事・副会長との懇談会で、会員

増強を創立 40 周年記念に向けて 4 月までに 40 名の

5 名増強を目標としているとお聞きしました。本日も入

会式に立ち会わせて戴き有難うございます。 

日本のロータリーは、3 つのゾーン、34 地区に分か

れています。会員数約 89,000 人。ゾーンを維持する

為の会員数の目安として 1 ゾーン 35,000 人。ゾーンと

RI 理事の枠と関係があり、会員数が少なくなると隣国

との合同や日本からの RI 理事の枠が０になる可能性

があると RI 理事会メンバーの杉谷卓紀氏が心配をし

ています。会員増強の決めてとして 

１．職業分類の見直し(新分類の新設) 

２．ロータリーファミリーの拡大 

３．マスメディアを積極的に使いロータリーの活動を

広く世間にＰＲ(公共イメージと認知度の向上) 

４．女性会員を増やす 

５．Ｅクラブ（ロータリーの本質を損なわない 2700 地

区独自性のあるもの） 

 ６．会長の熱い意欲（直前・現・次年度会長がタック

を組んで会員増強に取組む、各クラブにあった

戦略計画の推進） 

2700 地区は他地区に比べ会員の減少率は低いよ

うですが、会員数はクラブ運営の基盤となるものです。

昨年の 10月からガバナーエレクトとして熊澤ガバナー

と一緒にクラブを訪問させて頂きました。どのクラブも

会員増強に苦労しているようでした。皆様のご協力よ

ろしくお願いします。 

「考えようロータリーの多様性とクラブの主体性を」 

110 年前、Ｐ・ハリスがシカゴでロータリークラブを誕

生したころは、価値観が一緒の事業家の集まりでした。

近年ロータリー先進国の会員数が減少し、ロータリー

新興国の会員数が増えています。同じ価値観で活動

していくのが難しくなっています。国際化が進み多様

化してきています。私（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、各クラブの独自性を認め活動していくの

が望ましいと考えています。 

第一地区は宮田ガバナー補佐にお任せしておりま

すので宜しくお願いします 



   

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

本田正寛ガバナー・長谷川隆一地区副幹事： 本日は公式訪問で参りました。 

宮田将英第一グループガバナー補佐：    ガバナー公式訪問有難うございます。 

 

杉坂 正徳   本田ガバナー、苅田 RC に公式訪問頂き本当に有難うございました。1 年間頑張ります。 

屏  正隆  本田ガバナー、本日は有難うございました。渡邊さん入会有難うございました。 

壁屋 好惠   本田ガバナー、宮田補佐。長谷川副幹事。本日は公式訪問有難うございました。渡邊新会員入

会おめでとうございます。 

桧槙  敬    本田ガバナー、お疲れ様。渡邊新会員これからも宜しく。 

片岡 孝市   本田ガバナー、公式訪問本日は有難うございました。 

松田 博文   本日は、本田正寛ガバナー公式訪問有難うございます。渡邊剛さん入会おめでとうございます。 

國永 修一   ガバナー公式訪問の無事終了を祝して。渡邊新会員入会おめでとうございます。 

渡邊 和義   本田ガバナー公式訪問有難うございます。本日息子が入会することになりました。よろしくお願い

致します。 

鈴木 公利  本田ガバナーから拡大増強のお話を頂き地区委員として嬉しかったです。 

田辺 浩爾   本田ガバナー、訪問有難うございました。渡邊さん入会おめでとうございます。 

高橋 功吉   本田ガバナー、有難うございました。渡邊剛さん入会おめでとうございます。 

山口 勝弘   渡邊剛さん 入会おめでとうございます。 

丸山 謙一   ガバナー、1 年間よろしくお願いします。渡邊さん、よろしくお願いします。 

高城 直紀   本田ガバナー、本日は有難うございました。渡邊会員入会おめでとうございます。 

 

集計 30,000 円     累計 130,000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 8 月 14 日 

8 月 21 日 

→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 8 月 4 日 

8 月 11 日 

→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 23 日  お弁当メニュー 

・鰆幽庵焼き 

・唐揚げ 

・枝豆ふあふあ天 

・鰹のタタキ 

・苺ケーキ 

・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 


