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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 

 

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 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 國永会長杯ゴルフコンペ 

 

■地区・第１G・行事予定 

 8月 18日（木） 8月度理事会 

9月 3日（土） ロータリー財団地区補助金セミナー 

 

■ＩＡＣ  

8月 27日  24時間 TV募金 （サンリブ・エル・苅田） 

 

 本日のプログラム <第 1916回例会> 

  苅田工業高校 IA韓国研修報告会 

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


＜第 1915回 例会記録 ＜2016年 7月 28日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

 今年度富田ガバナーの第２７００地

区へのメッセージは「基本に返って、

魅力あるロータリー」であります。去る

４月３０日開催の「地区研修・協議会」

で富田ガバナーはこのメッセージに

次の思いを託しておられたようです。私なりのとらえ方

で披露させてもらいます。 

昨今のロータリーの変化により、ロータリーの基本が

失われ、魅力が少なくなってきています。その変化は、

「１業種１会員制」の崩壊、E クラブの存在、会員資格

に職業が問われなくなったこと、そして今年度の規定

審議会による大きな変化などがあります。 

また、ロータリーのサーヴィス（奉仕）は職業サーヴ

ィスを根幹としてきました。これも軽視されている傾向

が見えます。 

ロータリーの根本は「Fellowship(親睦・友情)」と

「Service(サーヴィス・奉仕)」です。RIでは、この根本

が軽視され、世界的人道支援活動に重点が移ってき

ております。ロータリーは慈善奉仕団体ではないので

す。 

 ロータリーの魅力とは？ これは「ロータリーに入りた

い、入れてもらいたい」と感じさせるもので、既存会員

においては「いつまでも在籍していたい」と思わせるも

のでしょう。 

この第一の魅力は「Fellowship(親睦・友情)」にある

と思います。親睦には、感性的なものと精神的なもの

があります。ゴルフや飲み会などは感性的なもので、

これはこれで意義あるものですが、こればかりではい

けません。ロータリーで大事なのは精神的な親睦であ

ります。これは、例会や活動の中で地域での色んな職

業リーダーや立派な尊敬する異業種の方々である会

員と触れ合う中で、自分の教養を高め、人格を高めて

いき立派な職業人となっていくことです。自分の職業

倫理性を高め、その職業によって人のため社会のた

めに役立つことを学び、地域の指導者として育ってい

くのです。ロータリーは人を作る団体です。これを端的

に表す言葉が「入りて学び、出でて奉仕せよ」でありま

す。 

ロータリーの最終目的は、世界平和であり、戦争の

無い世界を作ることです。それは世界の良識ある職業

人が、国際親善によって平和な世界を作ろうと願うこと

で、この根本になるものがロータリーの「Fellowship(親

睦・友情)」なのです。 

 次の魅力は、「職業サーヴィス」という自分の職業を

通じて皆の役に立つということです。ロータリーでは先

ず職業サーヴィスを学びます。「最もよく奉仕するもの、

最も報いられる」この理念に基づいた日常の職業生

活のことをロータリーでは本来のサーヴィス（奉仕）と

考えます。このロータリーのもう一つの根本である

「Service(サーヴィス・奉仕)」の基本が有名な「決議２３

－２４」の精神を守ることであります。この決議でロータ

リーの奉仕哲学が確立されたのであります。（この決

議については後日R情報の時間で再確認を行いたい

と思います） 

世界のロータリーでは、職業サーヴィスが軽視され、

社会奉仕、特に世界人道的支援活動に重点が置か

れてきています。「決議２３－２４」さえも手続要覧から

削除しようとの動きもあります。 

私たちロータリーには変えていいものと変えてはい

けないものがあります。管理運営については時代に応

じて変えても良いと思います。しかしながらロータリー

の心である「奉仕の理念」は変えてはいけません。 

 ロータリーの魅力を取り戻すには？ 

① Fellowship(親睦・友情)を大事にすること 

例会を大事に、それにより自己啓発が出来、家

庭･職場・地域の役に立ち、職業倫理の向上につ

ながり、社会地域の役に立つことになります。 

② クラブが自主性をもつこと 

RI とクラブの役目を明確にし、ロータリー活動の

中心はクラブと会員であると認識してロータリーの

基本を守っていくこと 

③ ロータリーの目的をよく理解し、推進すること。 

 

以上のことにより、「基本に返って、魅力あるロータリー」

にしていくことが、今こそ大事であります。 



幹事報告    幹事  高城 直紀 

１．ガバナー公式訪問資料

の仮刷りを回します。誤字脱

字等がありましたら、幹事及

び広報・IT委員長まで連絡

をして下さい。 

２．先日の理事会において規

定審議会について話し合いました。 

１．クラブの入会金の廃止。 

２．クラブ例会の出席の柔軟性を認める。 

３．従来型クラブと E クラブの区別をなくす。 

４．人頭分担金の増額。 

苅田クラブとしまして、全ての項目について反対の

意を唱え地区に提出します。 

 

委員会報告    

４０周年記念式典総務委員  鈴木 公利 

・例会終了後話し合いがありますので、少し残っ

て下さい。 

青少年奉仕委員会委員長  高橋 功吉 

・IACの活動資金の１部となっていますので、古紙

回収の御協力宜しくお願いします。 

・本日 IACで韓国に短期研修の生徒が帰国致し

ます。苅田駅 20時 30分到着の予定です。お迎え

宜しくお願いします。 

 

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 28日 ICS第２地区委員会 片岡 R    

 

 

 

 拡大・会員増強委員会委員長  杉坂 正徳 

 

2016ー2017方針 

今年度中に４０名（退会０ 新

会員７名）を目標に活動する。 

 

主旨・ 現状通りの活動を続

けるには予算的に４０名以上

の会員は必要とされる。 

 2017ー2018年度が I M年度であり、企画・準備等

満足して頂けるおもてなしを目指すためには、多く

の会員の協力が必要とされる。 

 

会員増強活動 

現状 33人の会員を５グループ（各グループリーダ

ーは拡大増強委員が担当）に分け、月１回例会時

に会員推薦打合せを食事をとりながら話し合って頂

く。 

推薦の把握はリーダーがして、即推薦を上程するよ

うにする。 

 

第 1回 國永会長杯ゴルフコンペ 

開 催 日：平成２８年７月３１日（日曜日） 

開催場所：チェリーゴルフクラブ小倉南コース 

順 位  優勝  山口 勝弘 

     準優勝 田辺 浩爾 

猛暑の中 ^_^; 皆さん最後までよく頑張りました。 

グロス８０台が４名  

   スゴ！！ 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

國永 修一  夜間例会 第 1回目 さらなる出席率向上を！ 

高城 直紀  夜間例会いいですね！ 

矢野 強   丸山親睦委員長に負けましたので、ニコニコします。 

田辺 浩爾  今年度初の夜間例会に戸惑っております。早く慣れたいと思います。 

鈴木 公利  拡大・会員増強炉辺会合お疲れ様でした。11時に開催し昼食して有意義な会議でした。 

壁屋 好惠  初めての夜間例会に 

丸山 謙一  行橋みやこクラブ㋅最終例会に出席してきました。おいしいビールをたくさんいいただ

きました。 

 

集計 8,000円        累計 86,000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  8月 12日→休会 

             8月 26日→夜間移動例会 

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  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 

 

 
     

 
 

場所：パンジープラザ 

 

2016年 8月 18日（木） 駐車場 × 

 

・クラブ協議会  12時 30分～14時 00分 

    箕田政人 第１グループ副ガバナー  

 

 

 

  富田ガバナー公式訪問 
 

2016年 8月 25日（木） 駐車場 × 

 

・会長//幹事との懇談会  

 

時 間：11時 15分～12時 15分 

場 所：社会福祉協議会応接室 

 

・例  会     

時 間：12時 30分～13時 30分 

場 所：大研修室 

 

 ※服装 ジャケット ノーネクタイ 

 

    集合時間          


