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＜2016～2017年度ＲＩ＞   会 長 ジョン F.ジャーム 
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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 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○ 

8月 11日（木） 休会（山の日祭日） 

                                                                                                                                 

＜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 21日（木） 7月度理事会 18：30～三原文化会館 

7月 26日（火） 第一 G国際奉仕委員会 18：00～ 

7月 29日（金） 親睦活動委員会炉辺会合 18：30～ 

■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 1914回例会> 

    決算報告 ＆ Fecebook 

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


＜第 1913回 例会記録 ＜2016年 7月 14日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

本日は、本年度の各理事による

各委員会の活動方針の発表であり

ます。 

今期の理事の皆さんは、キャリア

のある方、また若くともロータリー活

動を頑張っておられる方ばかりでありますので、私が

何の心配をすることは無いものであろうと思います。 

クラブ奉仕委員会の鈴木副会長、クラブ奉仕には

多くの委員会が配置されてあり全てに目配り気配りを

していただくことは大変であろうと思います。しかしな

がら、ロータリー大好きな鈴木副会長であれば何の心

配もありません。私共会員が一年間有意義で、かつ

楽しいクラブ活動が出来ますよう頑張ってクラブを盛り

上げて頂きたいと思います。 

職業奉仕委員会の福田理事、職業奉仕は一言で

言い表せれるものではないと思いますがロータリーの

奉仕の精神を持ち自分の職業を通じて社会に奉仕を

しようということだと思います。福田さんにはロータリー

の職業奉仕の考えを１年かけて指導していただきたい

と思います。また、職場例会に新しい試みを計画され

ているとか聞き及んであります。どのような形になりま

すか期待しております。よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会の長江理事、長江さんは我がクラ

ブ２番目の長いキャリアを持っておられます。今までも

我がクラブは色んな職業奉仕活動を行ってきました。

長江さんにはその経験を生かし、かつ斬新な、地域の

社会造りに少しでも貢献できるような社会奉仕活動を

計画をお願いします。 

国際奉仕委員会の田辺理事、田辺さんは前年に

引き続き国際を担当していただきます。ICSには地区

の委員長である片岡さんもいらっしゃいますし、田辺

さん自身も長年の個人的国際奉仕活動も耳にしてお

ります。今期もよろしくお願いします。また、今期は R

財団の１００周年に当たります。それも対応が必要に

なるやも知れません。シェイプアップした身体でクラブ

を引っ張って下さい。よろしくお願いします。 

青少年奉仕委員会の高橋理事、高橋さんは前期

は IA委員会を担当していただいておりました。我がク

ラブの青少年奉仕委員会は IAが殆ど全てであります

ので、前年の経験を生かしてよろしくお願いします。ま

た今期もあと１０日あまりで韓国への短期研修の出発

です。IACの例会その他のお世話も大変だと思われ

ますが若さで乗り切ってください。 

先週もお話させていただきましたが、我がクラブは

少人数であります。各委員会に牽引してもらわねばな

りませんが、全ての会員が当事者意識を持って協力

して頂きます様お願いします。 

会長の私は頼りない限りでありますが、周りのスタッ

フは有能な方ばかりであります。各委員会の趣向を凝

らした事業の推進に期待しております。 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

１．米山記念奨学会寄付類累計達成。２千万円のクラ

ブ表彰の案内がありました。 

２．7月 21日 18：30から三原文化会館において 7月

度理事会を開催します。宜しくお願いします。 

３．7月 19日 事務局はお休みです。 

委員会報告    

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 33名  出席者 25名   出席率 76％ 

メークアップ 

7月 16日 地区拡大・会員増強セミナー                

杉坂 R・國永 R・井手口 R・鈴木 R 

 

 

 

 御息女の結婚祝い      ７月お誕生日祝い桧槙 R 

 

 

 



 

    

クラブ奉仕委員長  鈴木 公利 

今年度テーマ「人類に奉仕するロータリー」を選ばれ

たジョン F・ジャム RI会長は、社会に貢献する職業人の

集うロータリー、その力を生かせば大きな目標が達成で

きる、更に飛躍して行こう、という意味をそのテーマに込

められています。 

当委員会の活動目的は、その社会に貢献する職業人

の集うロータリークラブ会員一人一人の力を結びつけ、

より強い信頼関係を醸成することにあると思います。その

為には、富田ガバナーのメッセージに込められた思い、

ロータリーの「基本に返って、魅力あるロータリー」クラブ

の運営を行う必要があります。  

我クラブは、今年度創立４１年を迎えて新たなスターを

切りましたが、次の周年を迎えられるよう、持続・継続性

のあるクラブ運営の在り方を思い描きながら、活動を続

けて行きたいと思います。それには、RIが推奨する「戦

略計画」、中長期(3か年)運営計画を策定し実施に移す

必要があります。今年度は、地区でもその導入の検討に

入っておりますが、当クラブとしてもその導入を委員会に

て検討して参りたいと思います。その手始めとして、会員

増強について、複数年にわたる計画を策定し、実行に

移して参りたいと思います。 

また、次年度、ガバナー補佐の選出と、インターシティ

ーミーティング主催クラブとしての準備委員会の立ち上

げを図って参ります。 

職業奉仕委員長 福田 洋司 

ロータリーの基礎である職業奉仕委員会は、今年度

会長の「Ｉ ａｍ 苅田ロータリー」のメッセージにそって、

委員会活動を取り組みたいと思っています。職業奉仕の

概念は難しく、明快な答えが出ないのが現状です。しか

しながら、ロータリー活動の基本です。会員の皆がそれ

ぞれの職業を通じ奉仕の理念で利己と利他の調和をも

って、実践していけるよう以下の通り実行し奨励してまい

ります。 

・職場訪問は、12月8日 苅田町町議会傍聴を考えてい

ます。 

・1月職業奉仕月間に合わせて、外来卓話と会員卓話を

予定しています。 

 社会奉仕委員長  長江 三郎 

社会奉仕は、ロータリーアン一人ひとりが「超我の奉仕」

を実証する機会です。地域に住む人々の生活の質を高

め、公共の為に奉仕することは、全てのロータリアン個人

にとっても、又、ロータリークラブにとっても献身に値する

ことであり、社会的責務であります。    

前年度に引き続き今年度の活動計は、         

１．10月、白石海岸の清掃                 

２．12月、チャリティ餅つき大会です。 

又、今後の課題としては、近年ロータリーを取り巻く環

境が大きく変わろうとしています。RIの戦略計画、ロータ

リー財団の夢計画の活用等しくよく理解していませんが、

地域社会の必要とする奉仕を考えていこうと思っていま

す。皆様のご協力宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員長  田辺 浩爾 

昨年の国際奉仕委員会では善明女子高校のホーム

ステイ来日や姉妹クラブの晋州飛鳳 RCの創立３０周年

式典への参加手配、また我クラブの４０周年記念式典へ

参加のため今年度の予定を繰り上げての来訪などととて

も慌ただしい年でありましたが、その姉妹クラブの来訪が

繰り上げられたため、今年度は大きな活動は予定されて

おりません。従って ICS委員会、米山記念奨学会、R財

団の活動に合流し協力する事を今年度の方針とします。 

 

青少年奉仕委員長  高橋 功吉 

苅田クラブでの青少年奉仕プロジェクトは主に当クラ

ブ提唱の苅田工業高校インターアクトクラブの活動を中

心に行われています。 

 今年度も２４名と安定した部員で積極的に奉仕活動を

行うことが出来るのも、顧問教師のご指導とインターアク

トクラブの奉仕活動の実績が認められてきたものと思わ

れます。日に日に生徒のモチベーションも上がり積極的

に活動しています。 

 今期の韓国善明女子高校インターアクトクラブとの国

際交流事業は送り出しの年で７月２５日から７月２８日ま

での３泊４日、韓国晋州市であります。選抜された６名は

日本の代表としての自覚を持ち交流してくることでしょう。 

例年同様の様々なプロジェクトも継続実施されますの

で、会員の皆さんの一層のご協力をお願いいたします。 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

國永 修一  2回目の登板無事終了です。各理事さん、宜しくお願いします。 

高城 直紀  理事の方々、活動方針有難うございました。1年間宜しくお願い致します。 

桧槙 敬   今年 70歳の誕生日をむかえます。 

官見 敦司  娘の結婚祝い有難うございました。 

杉坂 正徳  第一グループ前年度ガバナー補佐、会長、幹事によるタイ旅行楽しかったです。6年前に

比べるとタイ・バンコクもすごく発達していました。 

鈴木 公利  夏の高校野球地区予選で埼玉と西東京に分かれた母校が 2つとも 2回戦を突破しました。 

原田 雄幸  痛風の為、國永年度第一回例会を休みました。 

梶原 禮子  暑中お見舞い申し上げます。 

丸山 謙一  最近いいことありません。来週はいいことありますように。 

 

集計 29,000円        累計 60,000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 

             8月 16日→休会 

             8月 23日→早朝例会「花壇整備」 

             8月 30日→納涼夜間例会 京都ホテル 

豊   前  Ｒ Ｃ  7月 28日→18：30～ 築上館 

             8月 11日→休会 

             8月 18日→夜間例会 

田  川  Ｒ Ｃ  8月 10日→休会 

             8月３１日→夜間例会 

 

 

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・ブリティッシュヒルズ 

     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 

 

 

  
     

 

 

 
 

2016年 8月 18日（木） 

・クラブ協議会  12時 30分～14時 00分 

  

2016年 8月 25日（木） 

・会長//幹事との懇談会 （社協応接室） 

 11時 15分～12時 15分 

・例  会    12時 30分～13時 30分 

 

 場所：パンジープラザ例会場（大研修室） 

 

 
 

第１回 國永会長杯ゴルフコンペ開催のご案内  

期 日：平成２８年７月３１日（日曜日） 

場 所：チェリーゴルフクラブ小倉南コース 

         京都郡みやこ町勝山松田 2885 

 ＴＥＬ：0930-32-3113 

時 間：集合時間 9時 30分    

スタート時間 10時 00分 


