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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 

9月 10日 （木） 広報ＩＴ委員会 

9月 17日 （木） 会報雑誌委員会 

9月 24日 （木） 観月会夜間例会 

10月 1日 （木） ロータリー情報 

10月 8日 （木） 米山記念奨学生外来卓話 

         アイコウイツ氏 中国（豊前 RC）  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

    地区拡大・会員増強 副委員長  鈴木公利 

 

三光村・コスモス   撮影 松田博文 

■地区・第１G・行事予定   

9 月 4日（金） 日韓親善会議 2015 

■ＩＡＣ  

9 月 10日（木） IAC例会  16：30～        

２棟 英語科準備教室 

■第一グループゴルフ大会 

９月１３日（日曜日） 勝山御所カントリークラブ    

集合：９時５０分  スタート：１０時２４分 

 

＜第１８７４例会＞ 

 国際奉仕委員会委員長 田辺浩爾 

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


第 1873回 例会記録 ＜2015 年 8 月 27日＞ 

会長の時間  杉坂 正徳 

 

 

一昨日の台風で自宅や事業所は大丈夫でした

か？私は前日お酒で少し遅い帰宅をした為、朝６

時半過ぎまで寝てました。起きた時、外は激しい暴

風雨で心配しましたが、我が家は何も影響なく、台

風も過ぎ去ってくれました。宮若、川崎、田川の友

人達の被害状況をびっくりしました。幸いケガ等の

被害がなかったのには、ホッとしております。 

昨日の夜、ゆっくりする時間があり、子供に「夏休

みの宿題は終わったか」と聞くと、なんとなんとほと

んど終わってない状況、頭にきて午後８時～午前１

時近くまで教えながら、怒りながら一緒にやりました。

残りは昨日また付き合ってようやく宿題完了しまし

た。子供と接していて思った事は、私と子供の親子

関係はいいのか？子供に正しい教育はできている

かな？と思いました。仕事は元よりいろんな活動の

忙しさに格好つけて、自分のペースで子供に押し

付けているよな！それは駄目でした。子育てで一

番やってはいけない、子供を支配する教育をして

いたような気がしました。 

 少し自分を変えて、親子きちんと向かい合って、

しっかり親として恥ずかしくない背中を見せて、育っ

てもらおうと思いました。 

出席委員会 委員長  前田 頴子 

8 月 27 日 会員数 36 名   

出席者 30 名  修正出席率 83％ 

 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 

8 月 29 日 地区ロータリー情報委員会 角田 R 

 

幹事報告    屏 正隆 

☆福岡城南ロータリーク

ラブから 先日会員増強

地区副委員鈴木さんの

卓話の御礼が届いていま

す。 

☆プログラムの変更 

・9 月 10 日の移動職場例会は、11 月に移行して、

広報・IT委員会の井手口委員長の卓話となります。 

・11 月 2 日（月）は、40 周年記念事業“パトロールカ

ー”引渡しセレモニーを 11 時から 苅田町役場正

面玄関前で行います。 

☆9 月分の会費は、通常会費と観月会の 3,000 円

を合わせて請求いたします。 

委員会報告   

インターアクト委員長  高橋 功吉 

8 月 22 日土曜日、苅田

工業高校 IAC が、サンリ

ブ・EL 苅田に於いて、24

時間テレビ募金活動を行

いました。募金活動では、

会員の皆様の御協力有難

うございます。近年でも最

多額の 137,800 円もの募金が集まりました。 

 

「９月 ロータリーの友月間」 

前年度までＲＩ特別月間であった「雑誌月間」の廃止に伴

い我が国では日本独自の月間を新設し９月を「ロータリーの

友月間」といたしました。 

活動の目標 

１．可能な限り９月以降の例会において「友」に関する卓話

を企画すること 

２．毎月の第 1 例会において「友」を積極的に紹介すること 

       ２７００地区会報・雑誌委員会 委員長 廣澤 元彦 



 

○ 杉坂会長、開会点鐘 

○ クラブ細則により杉坂会長、議長宜しくお願いします 

40 周年記念実行委員会報告 

40周年記念事業実行委員会  

総務委員長   

 鈴木 公利 

 

 

４０周年記念事業実行委員会の組織図 

本日配布した表が最新です。変更箇所は、渡邊

剛会員が入会されましたので、親睦委員会の委員。

組織運営委員会の IAC 委員長を当年新世代委員

長の高城雅春会員。１５-１６年度理事は当年各理

事。また、IAC 委員会は、委員長：高城雅春・副委

員長：高橋功吉・苅田工業高等学校 IAC 生徒のみ

なさんとなっています。 

 

４０周年事業収支計画 

４０周年事業積立金定期推移見込と周年事業収

支計画をご覧ください。（別紙参照） 

主な支出は、式典・祝宴・記念事業費（パトロー

ルカー）・記念誌・姉妹クラブ・設営費等です。 

 

☆８月２０日に開催しました４０周年記

念事業実行委員会の決定事項の報告 

 

（１）記念事業委員会 

 ①パトロールカーの引渡日は、11月 2 日（月）、11

時から、役場正面玄関前とする。 

②引渡式は 30 分程度とし、町側の出席者、関係

団体先出席者を調整する。 

③報道機関への案内については、町の広報に

相談の上、出来るだけ多くに案内を図る。 

④当日は、例会変更とし、全員参加、終了後、例

会場に移動。 

⑤購入先への支払いは、10 月末とする。 

 

（２）式典委員会 

①SAAアシスタントは、湯越愛（ゆごし あい） 苅

田町在住のフリーアナウンサー 

②クラブ表彰は、出席優良者表彰（平成 17 年 7

月から同 27 年 12 月迄の間の出席率） 

③式典式次第の時間配分 

  受付    14：00 

  式典    15：00 ～  

  講演    16：00 ～  

  祝宴    18：00 ～ 20：00 

 

（３）親睦活動委員会 

・9 月末に開催日時、場所を通知する第一信を

送る。 

・案内状の送付先は、別添の原案をもとに検討。 

  委員長   丸山 謙一 

以上 40 周年記念事業に向け

ての進捗状況を報告いたしました

が、質問等ございませんでしょう

か？ないようですので、本日は、

有難うございました。 

○ これでクラブ協議会を閉会します。 

○ 杉坂会長 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   子供の野球チーム（苅田ボーイズ）が優勝しました。 

屏   正隆   今日はすみません。早退させて頂きます。 

田辺 浩爾   最近ダイエットを頑張っています。 

高橋 功吉   インターアクトチャリティ募金にご協力有難うございました。 

桧槙 敬    今日、電話にて初めて孫の声を聞きました。 

松田 博文   都合により早退します。悪しからず。 

丸山 謙一   先週欠席致しました。 

高城 直紀   息子の野球チーム優勝の記事が今日の報知新聞に出ています。 

 

集計 15,000 円     累計 215,000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 9 月 23 日 

9 月 30 日 

→休会 

→与原小学校 

 「ＥＭ菌プール投入」 

田川ＲＣ 9 月 9 日 

 

9 月 16 日 

9 月 23 日 

→15 日  

芸術文化体験事業 

→夜間例会（ワイン例会） 

→休会 

行橋ＲＣ 9 月 8 日 

 

9 月 22 日 

9 月 29 日 

→11 日 

移動例会「映画上演」 

→休会 

→夜間例会 

豊前ＲＣ 9 月 17 日 →夜間例会「観月会」 

 

 

 

週報委員 

青木政憲 竹部武男 松田博文 安田定行 

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 

 

 

  

8 月 20日  お弁当メニュー 

 

・金目鯛射込みあんかけ 

・ミートボール 

・キンピラ蓮根 

・ひよっつる 

・スイカ 

・ご飯・味噌汁・珈琲   

 

スカイホテル苅田 

 

 

アサヒ緑健カップ 

第３２回日本少年野球 山鹿選手権大会 

     2015 年 8 月 23 日 


