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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会予定 

7月 14日（木） 委員会活動計画方針 

7月 21日（木） 決算報告 

7月 28日（木） 拡大会員増強 夜間例会 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

7月 9日（土） 地区ロータリー勉強会 

7月 16日（土） 地区会員増強セミナー 

7月 21日（木） ７月度理事会 18：30～ 三原文化 

■ＩＡＣ  

7月 7日（木） 例会  16：30～ 

7月 9日（土） 金先生 ハングル講座 10：00～ 

 

 本日のプログラム <第 1912回例会> 

    会長 離就任式 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1910 回 例会記録 ＜2016年 6月 16日＞ 

会長の時間  会長  杉坂 正徳 

１年間 奉仕活

動と４０周年記念事

業・式典を全て無

事執り行うことがで

きましたことは、苅

田クラブ全会員の

ご協力あっての事

だと、心から感謝し

ております。 

会長としての１年間は、すごく短く思えるのと、終える

安堵感でいっぱいです。 

会員の皆様、本当にありがとうございました。 

幹事報告   幹事  屏 正隆 

 パンジープラザでの通常例会は、今期最後です。

本日は、職務の為、早退します。皆様の御協力本当

に有難うございました。 

委員会報告   

  親睦活動委員会 委員長  高城 直紀 

次年度幹事   

本日 16日、新旧理事会を

18：30～ 三原文化会館で開催

します。  

６月２６／２７日。出雲への親

睦旅行が予定通り催行されます。２６日は、小倉から

新幹線乗車時間が決まっています。苅田出発が６時

頃になっていますのでよろしくお願いします。 

出席委員会  委員長 前田 頴子   

6月 16日 会員数 35 名：出席者 28名 

                  修正出席率 80% 

6月 26日 会員数 35名：出席者  13名 

修正出席率 55％ 

メークアップ   6月 20日 IAC例会 

矢野 R・原田 R・屏 R・高橋 R・原田 R 

お客様   

2015-16年度 ガバナー補佐 宮田 将英 

１年間ご理解、ご協力本

当に有難うございました。１

年を振り返って思うように

役職を十分実行できなか

った事について申訳ありま

せんでした。今期程職業

奉仕の忙しい年は初めてでした。７月にガバナー補

佐慰労会を海外のタイで計画しています。 

 

2016-17年度 ガバナー補佐 箕田 政人 

来期第１グループのガバ

ナー補佐を務めます箕田

（みた）です。職業は、ほと

んど息子に任せていますが

病院を経営しています。 

先日ソウルで開催された世

界大会に行ってきました。苅田ロータリークラブの皆さ

んの前でいうのもお恥ずかしいのですが趣味はゴル

フです。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

           

鳥人間コンテスト （苅田工業高等学校） 

    『 苅工Ｄｒｅａｍ 』 

 鳥人間コンテストは讀

賣テレビ主催で毎年７月

下旬に琵琶湖畔で開催

されている大会です。今

年は７月３０日、３１日。

テレビ放映は、８月に予

定されています。 

設計図やチームの特色などから審査され、今回３

年ぶりに合格し夢のプラットホームに立つ切符を頂き

ました。今回も高校生は苅田工業高校だけです。本

校は、滑空機部門にエントリーしています。今回３回

目の挑戦です。２回とも悲惨な結果に終わりましたが、

２年間出場出来なかった先輩達が残した財産と意思

を引き継ぎ最後の挑戦をします。 

経費が掛かり過ぎの為今回で鳥人間コンテストの

挑戦は最後となります。製作費・交通費が困窮してい

ます。支援よろしくお願いします。 



＜第 1911回 例会記録 2016年 6月 26/27日＞ 

      出雲親睦忘年旅行 

 

 

 

 

                     バッチＧｏ- 

 

                     

                     鯛めし＆そば 

 

                 

 

 高さ４３メートル６名登頂！ 

 

 

                            登頂 

 

 

 

 

 

 

                    美肌水！ 

 

 

 

    ホテル玉泉 乾杯！ 

チップ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              茶室寿立庵にて 一服 

 

 

     かにトロ膳 美味！ 

 

 

 

                 ＪＲ境港駅 

 

 

 

 

 

 妖怪パン 

 

ベタ踏み坂の江島大橋 

 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  高城 直紀 

 

宮田 将英（行橋 RC）2015-16年度 ガバナー補佐  1年間有難うございました。 

箕田 政人（田川 RC）2016-17年度 ガバナー補佐  次年度よろしくお願いします。 

 

杉坂 正徳  1年間本当に有難うございました。 

屏  正隆  1年間幹事を務めさせていただきましたが、皆様の御協力で何とか終えることが出来そう

です。本当に有難うございました。 

片岡 孝市  会長、幹事、苅田クラブの皆様 1年間ご苦労様でした。 

田辺 浩爾  杉坂会長、屏幹事、1年間お疲れ様でした。 

國永 修一  杉坂会長 1年間ご苦労様でした。宮田ガバナー補佐ご苦労様でした。箕田ガバナー補佐 1

年間よろしくお願いします。 

壁屋 好惠  杉坂会長、屏幹事、原 SAA他役員の皆様 1年間お疲れ様でした。 

鈴木 公利  地区委員会の為早退します。杉坂会長 1年間有難うございました。貴方が会長をされ無

事に 40周年総務委員長の大役を終えられました。 

桧槙 敬   先週マニラに ICS活動で訪問してしました。 

山口 勝弘  宮田ガバナー補佐ご苦労様でした。箕田さん次年度よろしくお願いします。 

原  公克  1年間ご協力有難うございました。 

福田 洋司  会長・幹事・役員の皆さん 1年間お疲れ様でした。 

松田 博文  杉坂会長はじめ理事の方々、1年間ご苦労様でした。 

前田 頴子  近頃出席率が低迷した事残念に思っています。 

太田 春吉  会長・幹事・理事の皆様 1年間お疲れ様でした。 

井手口貞治  杉坂会長 1年間お疲れ様でした。 

渡邊  剛  誕生日のお祝い有難うございます。また、杉坂会長 1年間大変お世話になりました。 

丸山 謙一  早退します。申訳ありません。 

         

集計 46,000 円  年度末最終集計 910,549 円      ≪熊本震災義援金 245,000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  

 

近隣クラブ例会変更 

行橋みやこＲ Ｃ  7月 27日→18：30～ 京都ホテル 

              親睦夜間例会 （ビアガーデン） 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  7月 29日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  7月 26日→18：30～ 周防館 

              前Ｇ補佐・会長・幹事慰労会 

              

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・ブリティシュッヒルズ 

     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 

 

 

 

 

2016-17年度 会報・雑誌委員会 

   委員長：渡邊 剛 

   委 員：木部 義憲・別府 吉範・原 公克 


