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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』 

 

 

 

地区 R情報副委員長委嘱状 

 

 

 

 

 

   角田 成弘 R 

 

 

例会予定 

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） 

8月 18日 （木） クラブ協議会（箕田ガバナー補佐） 

8月 25日（木） 富田ガバナー公式訪問 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

沓脱 壽 R   井手口 貞治 R 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

7月 29日（金） 親睦活動委員会炉辺会合 18：30～ 

8月 3日（水） 第一 G会長幹事会 

 

■ＩＡＣ  

7月 25日～28日 夏期韓国短期研修 

 

 本日のプログラム <第 1915回例会> 

   拡大会員増強委員会 

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


＜第 1914回 例会記録 ＜2016年 7月 21日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

平成26年10月1日、当時の日田ＲＣの田嶋会長の

時間で、「ロータリーにNO はない」との題での話しを

紹介させてもらいます。 

ロータリーの中で、何かの役職を頼みたい時、奉仕

活動を手伝ってもらう時など、頼みごとを断られると、

「ロータリーにＮＯはない」という、このセリフが飛び出

してくることがあります。 

 「自分たちがロータリーに入ったころは、『ロータリー

にＮＯはない』と言われて断わることなんかできなかっ

たのに、最近の人たちは平気で断わってくる」と、言っ

ている年配の会員を時々見かけます。  

クラブ会長や幹事、委員長などの役職に就くと、いろ

いろな役職が舞い込んでくるので、そんなことはやり

たくないと思われている方も多いかもしれません。せっ

かくの休みをつぶして奉仕活動に付き合うのは、ごめ

んだと思われている方も多いかもしれません。  

しかし、これらのことは、あなたに断られたからやめれ

ばいいというものではないのです。 

あなたが断れば、必ず別の誰かがやらなくてはならな

くなるのです。そして大抵の場合、それはいつも同じ

人に、つまり頼まれごとを断ることのできない人に回っ

てくることになります。あなたも仕事が忙しいかもしれま

せんし、家族との約束もあるかもしれませんが、その人

も同じように忙しいことでしょう。 

 ロータリーで、「忙しい」というのは、役職を断る理由

にはなりません。忙しい人はいっぱいいるからです。

「忙しい時間を上手にコントロールして活動の時間を

つくることも大切。それも勉強のうち」という言葉も、ロ

ータリーではよく耳にします。 

 うまく断ることができたら、あなたは「良かった」と思う

かもしれませんが、実は、ロータリーでの大きなチャン

スを逃してしまっているかもしれません。 

 入会したばかりのころは、ほとんど知った人がいなく

て、戸惑うことばかりだと思います。誰に聞いたらいい

かすらわからないでしょう。でも、共に活動をすること

により、先輩会員はあなたのことを覚えてくれます。共

に活動をすることにより、あなたのことを仲間だと思っ

てくれるでしょう。そうなれば、クラブにあなたの居場所

ができていきます。共に活動すれば、例会の始まる前

や終わった後で、先輩たちの仕事や趣味の話、さまざ

まなロータリーの話を聞くことができるようになるでしょ

う。あなたがクラブでしてみたい活動について話をす

る機会に恵まれるでしょう。 

 「ＮＯ」と言わずにロータリーの活動をしている人たち

は、ロータリーの本当の楽しさを知っているのかもしれ

ません。ロータリーで仲間をつくることの喜びを体験し

ているのかもしれません。 

 「ロータリーにＮＯはない」と言っている先輩会員は、

「ＮＯ」を言わなかったおかげで、何か良いことがあっ

たという経験の持ち主で、あなたにもその経験をして

ほしいと願っているのかもしれません。 

 私はこの文章を読んで、ある一面では共感し、また

他の面では「ちょっと待て、そんな綺麗ごとでこの世間

は渡っていかれないぞ」なんて思いました。 

我がクラブは、若い会員も多く、それらの方々は第

一線で働かねばならず、ロータリーに時間を割けるこ

とが出来ない場面も多々あろうと思われます。若くは

ありませんが、私自身もそうでありますから否定は出来

ません。 

しかしながら、ロータリーの会員でいる以上、ロータ

リーを楽しむためにも役職を受けてください。そうすれ

ばまたロータリーの会員でいることに色んな価値が見

えてくるのではないでしょうか？ 

 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

１．米山記念奨学会寄付功労者第 18回 メジャード

ナーの感謝状が届いています。 

２．本日 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。 

３．次回 7月 28日 18：30～の夜間例会です。当会場

で開催します。 

 



委員会報告    

青少年奉仕委員会委員長  高橋 功吉 

・7月 23日から IA指導者講習会 

・7月 25日、IA韓国夏期短期研修に出発します。苅

田駅を 6時 30分に出発しますので、6時 15分までに

会員の皆さんお見送りに来られて下さい。 

40周年記念事業総務委員長  鈴木 公利 

・記念誌のことで話し合いがありますので、例会終了

後残って下さい。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 33名  出席者 27名   出席率 82％ 

メークアップ 

7月 23日 IA指導者講習会 高橋 R 

7月 26日 ICS委員会 桧槙 R・片岡 R                

 

    

会 計     沓脱 壽 

別紙参照（ 6枚各席に配布） 

2015～2016年度 （杉坂会長）決算書 

○収入の部   ○支出の部 

2015～2016年度（IA古紙回収金）決算書 

（仮）40周年記念式典決算書 

○収入の部   ○支出の部 

 

 

 会報・IT委員会委員長  井手口 貞治 

フェイスブックページに苅田ロータリークラブの情報を

掲載発信しています。お手持ちのパソコン・携帯で【苅田

ロータリークラブフェイスブックページ】と入力して苅田ロ

ータリークラブのフェイスブックページを確認してみてく

ださい。 

 

 

 

 

≪奉仕の理想≫ 

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の生業 

望むは世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我らのロータリー 

 

≪それでこそロータリー≫ 

どこであっても  やあと言おうよ 

見つけた時は  おいと呼ぼうよ 

遠い時には  手お振りあおうよ 

それでこそ  ロー ローロータリー 

 

≪我らの生業≫ 

我等の生業さまざまなれど 

集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦 

力むるところは向上奉仕 

おおロータリアン  

 我等の集い 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

國永 修一  3回目の登板終われます。 

高城 直紀  育徳館野球部県大会出場おめでとうございます。 

山口 勝弘  第 1回例会欠席すみません。 

井手口貞治  地区会員増強セミナーに参加させて頂きました。勉強会のおつりをニコニコします。 

壁屋 好惠  暑中御見舞申し上げます。 

高城 雅春  出席率向上にご協力を！！ 

鈴木 公利  7/16 RID2700会員増強セミナーを地区委員として開催し 170名の出席を頂き、無事に終

えました。國永会長・杉坂委員長・井手口会員お疲れ様でした。 

竹部 武男  夏の高校野球宜しくお長いします。 

屏  正隆  母校である豊津（育徳館）高校野球部が県大会出場。25日（月）試合がありますので、

お時間がある方は応援に行って下さい。 

杉坂 正徳  次男（優嗣）が所属する苅田ボーイズ小学校部がスズキ自動車販売夏季福岡大会で優勝

しました。子供たちに大きな喜びを頂きました。 

丸山 謙一  連休の 3日間久住の登山に行ってきました。大船山は、40年ぶりでした。 

官見 敦司  娘の結婚式無事終わりました。有難うございました。 

角田 成弘  出席向上をめざします！ 

 

集計 18,000円        累計 78,000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  8月 17日→休会 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  7月 29日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  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） 駐車場 × 

・クラブ協議会  12時 30分～14時 00分 

  

2016年 8月 25日（木） 駐車場 × 

・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） 


