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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 
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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 

 

9月 1日（木） R情報委員会卓話   駐車場○ 

9月 8日（木） 丸山会員卓話     駐車場○ 

9月 15日（木） 観月会（夜間移動例会） 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕田政人 2700地区第 1グループガバナー補佐 

 

■地区・第１G・行事予定 

9月 3日（土） ロータリー財団地区補助金セミナー 

9月 24日（土） 第 1回地区ロータリー研修会 

11月 5日（土） 地区社会奉仕委員会セミナー 

■ＩＡＣ  

8月 27日（土） 24時間 TV募金（サンリブ・エル・苅田） 

 

 本日のプログラム <第 1918回例会> 

  富田英壽 ガバナー公式訪問  

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


＜第 1917回 例会記録 ＜2016年 8月 18日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

ガバナー補佐の訪問 

本日は、第一グルー

プ箕田ガバナー補佐

をお迎えして、来週に

迫ったガバナー公式

訪問の準備であります。

そもそもガバナーとは、

またガバナー公式訪問 とは何なんでしょうか？ 

ロータリーの綱領（目的）推進管理の主体は、RI

理事会であります。理事会は、RI会長・会長エレク

ト（次期会長）・および各地域ゾーンから選ばれた理

事１７名で構成され、この理事のなかには１名の副

会長と財務長が含まれ、理事の外、管理事務担当

として事務総長、地区の管理者としての地区ガバ

ナーがあります。 

国際ロータリーと各クラブを結びつける管理上の

機構として「地区」があり、ガバナーを始めとして、

地区役員は地区内クラブの会員によって組織され

ています。 

地区ガバナーDistrict Governor（台湾では「総

監」・韓国では「総裁」。日本ではそのまま「ガバナ

ー」と呼称する）は、地区内における国際ロータリー

の唯一の管理役員であります。地区内クラブによっ

て指名され、RI国際大会によって選挙されます。 

ガバナーの資質として、所属クラブからの尊敬と

信頼をえていること。優れた経営力を持ち職業上高

い世評を得ている人物であることが求められており

ます。 

次に、ガバナー補佐の役割ですが、最も大きな

ものとして、担当するクラブが効果的に運営される

ようサポートすることによって、ガバナーを補佐する

ことです。 

その責務の一つとしての、「ガバナーのクラブ公

式訪問のスケジュールを調整する」ということで本日

ご足労願っておる次第であります。 

 ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内

の各ＲＣを以下のような目的をもって訪問するものと

定義されています。  

o 重要なロータリーの問題に主眼を置き関心

をもたせる；  

o 弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関

心を払う；  

o ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に

参加させる；  

o 地区内におけるロータリアン個人の卓越し

た業績を表彰する。  

 一言で云えば「クラブを励ますこと」が大きな目的

です。よって、ガバナーの公式訪問は、加盟認証

状伝達式、入会式、新会員のオリエンテーション・

プログラム、表彰式、特別プログラム、ロータリー財

団行事あるいは都市連合会など、ガバナー出席の

効果が最も上がるような時に行うものとすると定めら

れております。 

最後になりますが、先ほど黙祷しましたとおり去る

８月７日、我が苅田 RCのチャーターメンバーである

渡邊和義さんがお亡くなりになりました。私共にとり

渡邊さんを亡くしてしまったことは痛恨の極みであり

ます。しかしながら、私共は留まることは出来ません。

渡邊さんの苅田ロータリークラブに対する想いは息

子さんである渡辺剛さんをはじめとして私共後輩が

しっかり受け継いでいかねばなりません。今後とも

苅田ロータリークラブをしっかり盛り上げていきまし

ょう。 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

・規定審議会のクラブ決定報告書を提出しました。 

・本日 18：30 より三原文化会館において、8月度理

事会を開催致します。 

委員会報告    

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 32名  出席者 28名   出席率 81％ 

 



 

 
2700地区第一グループガバナー補佐 

箕田 政人 氏  （田川 RC） 

IM実行委員長 

 野村 忠生 氏  （田川 RC） 

 

 
 

例会式次第（13：15～14：15） 

クラブ協議会 
 

1.開会点鍾 

2.会長挨拶 

3.議長選出：（クラブ細則により國永会長） 

4.会員自己紹介 

5.クラブ概要  

会長・５大奉仕委員長・委員会活動報告 

6.箕田ガバナー補佐より所感 

7.謝辞 

8.閉会点鍾 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

箕田ガバナー補佐所感 
 

クラブ奉仕委員会 

・41 年目を迎え持続・継続性のあるクラブ運営には

会員増強を目指さなければなりません。 

 

会場監督（SAA） 

・例会の良し悪しは、会場監督にかかっています。 

 

出席委員会 

・出席率 80％の確保。出席率を上げてください。 

 

拡大・会員増強 

・40名に会員が増えるよう頑張ってください。 

 

会員選考・職業分類委員会 

・入会させればいいというものでもない候補者がクラ

ブに於いてふさわしいか検討しなければいけない。 

 

プログラム管理委員会 

・夜間例会や外部からの卓話等プログラムに組み

込んでいけば通常例会の雰囲気も変わります。 

 

健康管理委員会 

・健康なくしてロータリーの奉仕活動ができません。

田川ロータリーは、ラジオ体操をしています。 

 

親睦活動委員会 

・例会を会員だけでなく家族参加の楽しい例会も必

要です。家族を通じて思わぬつながりが出来るかも

しれません。 

 

会報雑誌・広報委員会 

・ロータリーはどのようなことをしているか社会に知ら

せ、外部に発信して知ってもらうことが重要です。 

 

ロータリー情報委員会 

・今年度の IMのテーマは「ロータリーの原点を理解

する」ことです。ロータリー情報は、全ての活動の方

向性を決めていく基本です。 

 

資料保存委員会 

・田川クラブにはありませんが、ロータリーの歴史を

繋げていく意味で大切だと思いました。 

 

職業奉仕委員会 

 ・職場訪問は、外部に発信する意味も含まれるので

重要だと思います。 

 

社会奉仕委員会 

・目に見える活動で地域の人にロータリーを知って

もらうのはいいことです。 

 

国際奉仕委員会・ICS委員会 

・韓国の学校の生徒さんと交流をされているとのこと

外国に向け日本のロータリアンがどのような活動を

しているかを広めるのに大切です。 

 

米山記念奨学委員会・ロータリー財団委員会 

・米山記念奨学会の理解が深く協力的なようです。 

 

青少年奉仕委員会 

・インターアクトクラブの活動が積極的に行われてい

ることはたのもしいと思いました。 

 

 

当苅田クラブがどのような活動をしているのか大変よく

わかりました。有難うございました。



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

箕田政人ガバナー補佐（田川 RC） 今年度宜しくお願いします。 

野村忠生 IM実行委員長（田川 RC） IMの件でお伺いしました。宜しくお願いします。 

 

國永 修一  箕田ガバナー補佐、本日は有難うございます。 

高城 直紀  箕田ガバナー補佐、本日は有難うございます。 

壁屋 好惠  箕田ガバナー補佐本日は宜しくお願い致します。 

鈴木 公利  日本体操男子金メダル 東京の焼肉屋でお見かけした選手が表彰台にいました。 

松田 博文  ガバナー補佐公式訪問有難うございます。１年間ご指導宜しくお願いします。 

福田 洋司  リオ五輪 日本人の団体競技のチームワーク素晴らしいですね！ 

丸山 謙一  元米山奨学生の謝先生のカウンセリングの為、台湾に行ってきました。 

角田 成弘  誕生日祝い有難うございます。                     黙禱 

高橋 功吉  遅参しました。申訳ありません。 

渡邊 剛   父の葬儀に際し、受付から供花、香典等有難うございました。 

 

集計 34,000円        累計 143,000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  9月度 例会変更なし 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  8月 26日→夜間移動例会 

             9月 30日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  8月 30日→納涼夜間例会 京都ホテル 

             9月 13日→15日 夜間例会「月見例会」 

             9月 27日→「公式訪問クラブ協議会」 

豊   前  Ｒ Ｃ  9月 15日→夜間例会「観月会」 

             9月 22日→休会 

田  川  Ｒ Ｃ  8月 31日→夜間例会「幸楽苑」 

             9月 14日→富田ガバナー公式訪問 

             9月 28日→芸術文化体験事業 

 

 

 

 

 

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 

 

 
謹んでご冥福を祈ります  

   
 

渡邊 和義 
2016年 8月 7日 ご逝去 

  享年 79歳 

  ロータリー歴 40年 

 

チャーターメンバーでロータリーが大好きな話し上手

な渡邊和義さんがお亡くなりになられました。数年前飛

び入り卓話で『一隅を照らす』の言葉の事を話されて
いましたので再度記載します。「一人ひとりがそれぞれの

持ち場で全力を尽くす（仕事を通じて人の為に貢献する）

ことによって、社会全体が明るく照らされていく。ロータリ

ーの考え方に通じるものがあるのでないかと思う。」との

お話でした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


