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＜2016～2017年度ＲＩ＞   会 長  ジョン F.ジャーム 

＜第 2700地区＞            ガバナー 富田 英壽 

         ＜苅田ロータリークラブ＞     会  長：國永 修一 

幹 事：高城 直紀 

ＳＡＡ：竹部 武男 

 

＜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 21日（木） 決算報告       駐車場○ 

7月 28日（木） 拡大会員増強 夜間例会 18：30～ 

8月 4日（木） IA韓国研修報告会   駐車場○ 

                                                                                                                                 

＜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 16日（土） 地区会員増強セミナー 

7月 21日（木） 7月度理事会 18：30～三原文化会館 

7月 29日（金） 親睦活動委員会炉辺会合 

          18：30～  三原文化会館 

■ＩＡＣ  

7月 23日（土） 新世代奉仕委員会指導者講習会 

7月 25日～28日 夏期韓国短期研修 

 

 本日のプログラム <第 1913回例会> 

    委員会活動計画方針 

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


＜第 1912回 例会記録 ＜2016年 7月 7日＞ 

幹事報告   幹事  高城 直紀 

今年度幹事を務めます。

よろしくお願いします。 

１．今年度より例会中は禁

煙となります。灰皿も撤去

致しました。 

２．７月会費は、通常会費 17,000円です。 

３．7月のロータリーレート＝102円です。 

４．ガバナー公式訪問資料の各委員原稿提出、７月

14日迄となっています。 

５．ロータリー手帳希望者に配布していますが、希望

されていなくて必要の方は事務所迄。 

６．本日週報ファイルに年間予定と組織表と住所録が

挟んでいます。住所等間違いがある方は事務所迄連

絡してください。また、今年度メールにて連絡を行い

たいと思います。 

７．親睦活動委員会の炉辺会合が 7月 29日（金曜）

に開催されます。 

委員会報告    

新世代奉仕委員会 委員長 高橋 功吉 

本日 7日 ＩＡＣの例会が 16：30～ 開催されます。ま

た、明後日 9日土曜日 金先生のハングル講座が開

催されます。出席よろしくお願いします。 

 

ゴルフ同行会 幹事   矢野 強 

本年度ゴルフ同好会の幹事を私と太田さんの息子さ

んと一緒に努めさせて頂きます。 

本日同好会の皆さんに新しく改正致しました会則をお

配りしています。第 1回目の國永会長杯を７月 31日    

チェリーゴルフクラブで開催致します。宜しくお願いし

ます。 

 

40周年記念事業実行委員会委員長 丸山 謙一 

40周年記念事業実行委員の方は、話合いあります

ので、例会終了後 当場所に残って下さい。 

出席委員会 委員長  高城 雅春 

会員数 33名  出席者 26名  メークアップ 1名  

修正出席率 82％ 

メークアップ 

7月 7日 ＩＡ例会  福田 R・丸山 R・高橋 R 

7月 9日 ハングル講座 福田 R・壁屋 R・高橋 R 

       Ｒ情報委員会 角田 R 

 

 

 

 

 

 

 

杉坂パスト会長から國永会長にバッチの交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢野 R・松田 R・井手口 R・高橋 R・前田 R・鈴木 R・杉坂 R・高城（直）R・壁屋 R・屏 R・ 

原田 R 

 

 

松井明男（行橋みやこＲＣ）           

出席 100％目指しメークアップに来られました！ 



 

  年度の初めに    会長  國永 修一 

今更とは思いますが、簡

単に自己紹介をします。 

私は、昭和３１年、今風

に言うと１９５６年に隣町

の行橋市で生まれ、行橋

小学校、同中学校、京都

高校そして福岡大学と進みました。 

今の仕事は、司法書士と行政書士の事務所を営んで

おり、父の後を継いで２代目であります。 

私の業務は大半が法務局に提出する不動産に関す

る登記、会社関係の登記業務で、その他裁判所に提

出する書類作成や、簡易裁判所における弁護士的業

務を行っております。また１０数年前から調停委員そ

の他裁判所における各種委員も拝命しております。 

私の業務は私本人が立会いをする必要があり、事務

員任せには出来ないので、一人でやるには結構大変

なこともあります。 

苅田ロータリーには、平成８年７月１日付で入会し、今

年で満２０年を迎えました。 

事業所も行橋にあり、仕事柄時間の調整が難しく、欠

席も多くロータリーの活動には熱心ではありませんで

した。今期の会長を引受けるに当たり一番の懸念は

例会の出席でありました。怠けたり遊んだりということ

ではありませんが、正直なところ今期の例会の全てに

出席はまず不可能であります。会員の皆さんそして副

会長の鈴木さんには特にご迷惑をお掛けすることもあ

ろうと思いますが、なにとぞご理解を賜りたいと思って

おります。 

続きまして、本年度のクラブメッセージとして、 

「I am 苅田ロータリー」 と決めさせていただきました。 

本年度の富田ガバナーの地区メッセージは「基本に

返って、魅力あるロータリーに」であります。 

ガバナーは、まずクラブがあって地区があり、国際ロ

ータリーがあると言っておられ、クラブが自主性を持っ

て地区目標にそった方針で運営し、楽しく活発に活

動していただきたいと仰られています。これを踏まえ、

本年度苅田ロータリークラブのクラブメッセージを「I 

am 苅田ロータリー」とさせていただきます。 

これは、苅田ロータリークラブの会員である我々一人

一人がロータリアンである自覚を持ち、対外的には、

「私は苅田ロータリークラブ」であると、一人一人が苅

田ロータリーの代表であるということを認識した行動を

とっていただきたいということ。 

また対内的には「私が苅田ロータリークラブ」であると

一人一人が我がクラブに関心と責任を持ち、我がクラ

ブである苅田ロータリークラブをどのようにしたいか？

そのためには何をすればよいかを考え、ロータリー活

動を推進して頂きたいと思っております。 

苅田ロータリークラブは会員数も少数であります。

今期も委員会の割り振りをさせていただいております。

しかしながらクラブを運営していくには役員、担当委

員会だけでは不十分なこともあろうと思われます。これ

を補うには全ての会員が当事者意識をもってクラブ事

業に携わることが必要で、そうすれば少人数の苅田ク

ラブも円滑な運営が出来ると思われます。 

今まで不真面目なロータリアンであった私が会長と

いう役になった途端にこのようなことを言うのは身勝手

あろう事は認識しております。 

若い頃、ロータリークラブに対する思いは、時間的

にも金銭的にも余裕のある地域のハイソサエティが会

員であると思っておりました。しかしながら現実の会員

には、私のような日々の生活のため自分自身が先頭

に立って働かねばならない零細業者もいます。それ

ぞれ事情があるのは当然であります。しかし、縁あっ

て入ったロータリーであります。時間もとられます、会

費にしても安くはありません。それならば、ロータリー

を楽しもうではありませんか。 

地区テーマのとおり、ロータリーの基本を理解し、ロ

ータリーの魅力を各会員が認識することで、クラブの

活動が楽しく活発化していくのではないでしょうか？ 

立派なことを言いましたが、実践できるかと聞かれると

正直自信はありません。皆様の力を借りながら、少し

でも実践できるように頑張れればと思います。一年間、

ご協力をお願いします。 



 
ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

松井 明男（行橋みやこ）  初メイキャップしました。明るく楽しませてもらい、勉強になりました。   

國永 修一  1年間よろしくお願いします。 

高城 直紀  1年間御協力お願いします。 

渡邊 剛   今期スタート、おめでとうございます。 

壁屋 好惠  國永会長、高城幹事、竹部ＳＡＡ宜しくお願いします。先日の親睦旅行お世話になりま

した。松田さん、写真を有難うございました。 

杉坂 正徳  國永会長、高城幹事、1年間頑張ってください。 

松田 博文  杉坂・屏直前会長幹事お疲れ様でした。國永会長、高城幹事 1年間頑張ってください。 

太田 春吉  年度はじまりを祝し、ニコニコします。 

矢野 強   今日は 2つの報告させて頂きました。米山奨学会への寄付壁屋会員有難うございました。 

前田 頴子  出席 100％達成しました。旅行楽しかったです。皆様お疲れ様です。松田さん写真有難う。 

鈴木 公利  新役員の皆様 1年間宜しくお願いします。地区委員会の為早退します。 

竹部 武男  1年間宜しくお願い致します。 

田辺 浩爾  國永会長、高城幹事、1年間宜しくお願いします。又、ゴルフ同好会矢野幹事さん宜しく

お願いします。 

屏 正隆   前幹事章頂き感謝いたします。1年間御協力有難うございました。國永会長、高城幹事頑

張ってください。宜しくお願いします。 

井手口貞治  苅田ＲＣフェイスブックページを開設しました。今年度も宜しくお願いします。 

梶原 禮子  お久しぶりです。又宜しくお願いします。 

高橋 功吉  ＩＡ例会、ハングル講座、参加宜しくお願いします。 

原 公克   本年度、宜しくお願いします。竹部さん頑張ってください。 

福田 洋司  新年度おめでとうございます。 

別府 吉範  会議の為、途中で早退します。 

丸山 謙一  1年間宜しくお願いします。  

 

集計 31,000円                     ニコニコ 宜しく！

 

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ＲＣ  7月 27日→18：30～ 京都ホテル 

豊  前  西  Ｒ Ｃ  7月 29日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  7月 26日→18：30～ 周防館 

豊    前   Ｒ Ｃ  7月 28日→18：30～ 築上館 

 

 

 

 

 

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 


