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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 

4月 14日（木） 夜間移動例会 18:30～ 

4月 21日（木） 例会 

＜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  

 4月 15日（金） 第１グループ会長幹事会 

4月 30日（土） 地区研修・協議会 

■ＩＡＣ  

4月 14日（木）16：30～ 3棟１F 英語科教室 

4月 29日（祭）IAC年次大会 行橋市民会館 

＜第 1902例会＞ 
 

IAC台湾研修報告会 

苅田工業高校 札本祥一君 
 

http://kanda-rc.rid2700/
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第 1900回 例会記録  ＜2016年 3月 24日＞ 

ＰＥＴＳ報告 

副会長 國永 修一 

 ３月１９日、３連休の初日の土曜日、

アクロス福岡で開催された PETS（会

長エレクト研修セミナー）へ参加して

まいりました。 

 当日は、１３時から１８時３０分までの５時間３０分にわた

る研修でありました。 

この PETSに参加する前に穴井パストガバナーよりの

「ロータリーの誕生と成長の物語」なる４２ページにわたる

論文を手渡されて呼んでおりましたが、今までロータリー

に関して勉強不足の私には簡単に理解できる代物では

ありませんでした。 

当日は地区国際奉仕委員長であります片岡さんの車

に同乗させてもらい臨みました。本田ガバナー始め、冨

田ガバナーエレクトそして数人のパストガバナー、地区

委員長のほか私共２７００地区６１名の会長エレクトによる

セミナーでありました。 

本田ガバナーの挨拶に始まり、冨田ガバナーエレクト

の講演に入りました。次年度 RI会長であるジョン F.ジャ

ームさんのテーマが「人類に奉仕するロータリー」であり

RIの目標の報告がありました。その中で、ロータリーのテ

ーマは RI会長のテーマだけであり、地区もクラブもテー

マを作ってはいけないとの発言がありました。これには私

共も困惑しましたが、冨田ガバナーエレクトのお考えによ

ると、RIの方針に違えることはできないが、「クラブがあっ

て RIがあるのであるから、クラブが自主性を持って地区

目標に沿って、方針を決定して運営をほしい」旨の言葉

がありました。冨田ガバナーエレクトはテーマとは言いま

せんでしたが、第２７００地区の次年度へのメッセージとし

て「基本に返って、魅力あるロータリー」という発表があり

ました。 

詳細は長くなりますので今後のこととしますが、次年度

の目標として３つの重点目標「魅力あるロータリーに」②

「会員増強が重点目標」③「ロータリー財団１００周年に

あたって」並びに６つの目標①「青少年奉仕活動をさら

に推進」②米山奨学会への更なる貢献③「ロータリー研

修の推進」④「公共イメージと認知度の向上」⑤「長期計

画の作成」⑥「RI会長賞の受賞への挑戦」を挙げておら

れました。 

 その他 RI第１第２第３ゾーン地域別会員増強計画プロ

ジェクトリーダー補佐の鈴木隆志氏（東京西 RC）による

「クラブ会員増強戦略について」、RI第１ゾーンロータリ

ー財団地域コーディネーターの岩渕均氏（浦和RC）によ

る「ロータリー財団の現況」の講演がありました。 

 地区よりの数々の報告事項のあと、グループ別討議に

入り、箕田次期第一グループガバナー補佐のもとに第

一グループ６クラブの会長エレクトによる自己紹介、各ク

ラブの現状及び特色並びに問題点等を報告しあいまし

た。 

 私は当クラブの現状としては、間近に迫った４０周年記

念式典の準備に追われていること、特色としては、議論

はするが決定したことについてはクラブ一丸となり事業に

邁進して事、会員の格差も無く親睦活動が好きな友愛

的なクラブであることを報告しました。 

 今回 PETSに参加し、自分自身のロータリーに関する

知識の少なさを痛感するとともに今後の１年間への不安

がもたげております。しかしながら、クラブ会員のご協力

そして友愛の精神に支えていただき乗り切っていこうと

決意しております。 

以上、PETS報告を終わります。 

 

幹事報告   幹事  屏 正隆 

 

・今年度グローバル補助金の申請は致しません 

・苅田町社会福祉協議会の理事・評議員は、その年

の会長が務めるものとする。（任期 2年間） 

・4月 29日の IAC年次大会は、生徒16名・先生 2名・

ロータリアン 2名が参加いたします。 

・4 月 30日の地区研修・協議会は、会員 12 名登録、 

地区委員 3名の 15名が出席いたします。 

・4 月度の会費は、通常会費に 5 月 21/22 日開催の

地区大会参加費が加算されています。 

・角田会員を R情報地区委員に承認致しました。 

 

委員会報告  出席委員会委員  田中 一義 

 

3月 24日 出席者２６名 出席率 76% 

4 月 2日 出席者 35名  〃 100%（会員数 35名）

メークアップ 

4月 4日 第１．２．３ゾーン会員基盤向上セミナー 

鈴木 公利 



第 1901回 例会記録  ＜2016年 4月 2日＞ 

 

  2016年（平成 28年）4月 2日（土） 

会場/京都ホテル 

 

 

 

 

 

熊澤副 G・結城思聞氏・吉廣町長 

会長挨拶    杉坂 正徳 

本年度、会長を仰せつかっております杉坂です。

苅田ロータリークラブを代表してご挨拶を申し上げま

す。 

本日はご多忙の中、熊澤副ガバナー始め、大勢のロ

ータリアンの皆様にご出席いただき誠にありがとうござ

います。また、苅田町長 吉廣啓子様、福岡県議会議

員 畑中茂広様 他多くの御来賓の皆様のご臨席を

得ましたことを心よりお礼申し上げます。 

さて、冒頭から私事で大変恐縮ですが、私は苅田

ロータリークラブに入会して９年になりました。入会し

てから３年間は本当に不良会員でした。４年目に親睦

活動委員長を受けさせて頂いたころ、2つのきっかけ

でロータリー活動に熱が入ってきたように思います。 

１つ目は、我々経営者は自社では中々お叱りを受

けることが少ないと思いますが、ロータリーの先輩たち

は、考え方・行動・お話の仕方に至るまでたくさん怒っ

てくれて教えてくれます。これが本当に新鮮で嬉しか

ったです。 

２つ目は、ある教育者と懇談の機会があって、人は

人のために生きる生き物なんだと教えられ、「奉仕の

精神をいつも心に」であるロータリーと通ずるものがあ

ると感じました。 

 前置きが長くなりましたが、私たち苅田ロータリーク

ラブは 1976年 6月 28日、親クラブである行橋ロータ

リークラブの支援の元創立され、今年で満４０年を迎

えました。この４０年間、苅田クラブ歴代会長と会員の

皆様の多くの奉仕活動により、伝統ある苅田ロータリ

ークラブとして継承し大きく育てて頂きました。 

主な活動として、姉妹クラブでもあります韓国晋州

飛鳳ロータリークラブとの協力により苅田クラブ提唱の

苅田工業高校インターアクトクラブと飛鳳ロータリーク

ラブ提唱の善明女子高校との短期研修のためのホー

ムステイは３０年近く続いております。 

他にも、毎年行う清掃活動は、インターアクトクラブ

の生徒や地元少年野球チームも参加して海岸のゴミ

拾いをします。またチャリティー餅つき大会では、イン

ターアクトの生徒たちに負けないように会員や会員家

族も一緒になって張り切ってもちつきをする等、活発

に奉仕活動をさせて頂いております。 

 本日の記念式典でこれまでの歩みを振り返り、次の

５０周年に向けて今まで以上の奉仕の精神を誓い、地

域発展・ロータリークラブ全体の発展に貢献できる奉

仕活動を苅田ロータリークラブ全員で頑張っていきま

すのでご協力の程よろしくお願い致します。 

最後に、本日ご出席の皆様の御健勝とご発展を祈

念するとともに、今後も苅田ロータリークラブに対して

ご支援をたまわりますようお願いして挨拶と致します。

本日は本当にありがとうございました。 

 

    熊澤副ガバナー 

 

 

 

 

                

 

 

 
 

祝 宴 バイオリンとピアノの演奏 

↓ 記念式典 

 

 

 

 



   

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  委員長 高城 直紀 

 

杉坂 正徳  顔に引っかき傷がつきました。女房じゃありません。3番目のヤンチャ坊主です。 

屏  正隆  40周年記念式典がいよいよ迫ってまいりました。成功できる様 皆様ご協力お願い致します。 

國永 修一  つたない PETS報告申し訳ありません。 

壁屋 好惠  周年事業 役員の皆様お疲れ様です。 

鈴木 公利  帯状疱疹にかかり各方面からご心配を頂きありがとうございました。 

山口 勝弘  欠席が続き申し訳ございません 

別府 吉範  40周年の最終会議、PM6時迄小倉で会議があるため遅れて参加します。申し訳ありません。 

 

※理事会のおつりをニコニコします。 

 

集計 16,000円   累計 633,549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  

 

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 

 

 

 

 

行橋ＲＣ 4月 26日 

 

→29日 行橋市民会館 

インターアクト年次大会 

豊前西ＲＣ 4月 29日 →休会 

行橋みやこＲＣ 5月 4日 →休会 

田川 RC 4月 20日 →早朝例会 

伊田 武徳殿にて 

豊前 RC 5月 5日 休会 

 

■第 3回 杉坂会長杯 Gコンペ 

 4月 23日（土曜日） 京都カントリー倶楽部 

 

 

 4月 30日 アクロス福岡 12：00 受付開始 

                   13：00 開会点鐘 

   地区委員  ICS委員長      片岡 孝市 

           拡大増強副委員長 鈴木 公利 

           R情報委員      角田 成弘 

 

部   門 次期 役職名 氏   名  

会 長・幹 事 

会  長 國永 修一 
 

 

幹  事 高城 直紀  

拡大・会員増強 
クラブ奉仕担当理事    

会員増強委員長 原 公克  

広 報・会 報 
広報・ＩＴ委員長 井手口貞治  

会報・雑誌委員長 渡邊 剛  

職 業 奉仕 職業奉仕委員長 福田 洋司  

ロータリー情報 ロータリー情報委員長 杉坂 正徳  

社 会 奉 仕 社会奉仕委員長 長江 三郎  

青少年奉仕 

青少年奉仕委員長 壁屋 好惠  

ローターアクト委員長    

インターアクト委員長    

ＲＹＬＡ・青少年育成委員長    

国際青少年交換委員長    

米山記念奨学 米山記念奨学委員長 丸山 謙一  

ロータリー財団 ロータリー財団委員長 田辺 浩爾  

I Ｃ Ｓ 国際社会奉仕（ICS）委員長 桧槙 敬  

 

    

週報委員    

青木政憲・竹部武男・松田博文・渡邊剛 


