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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 8日（木） 杉坂会員卓話  駐車場○ 

9月 15日（木） 観月会（夜間移動例会） 

9月 22日（祭） 休会 

9月 29日（木） 外来卓話    駐車場× 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 41回 富田英壽ガバナー公式訪問 

      2016.8.25 於パンジープラザ 

■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 21日（水） 9月度理事会 三原文化会館 

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  

9月 15日（木）   例会 16：30～ 

 

 本日のプログラム <第 1919回例会> 

      丸山会員卓話 

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


＜第 1918回 例会記録 ＜2016年 8月 25日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

ガバナー公式訪問を迎えて 

本日は、第２７００地区の

富田英壽ガバナーをお迎えし

ての本年度のガバナー公式訪問であります。 

富田ガバナーに加え、地区副幹事の半田裕一さ

ん、並びに甘木 RC会員の古賀一伸さん、そして先

週に引続き我が第一グループ箕田政人ガバナー補

佐にもご臨席を賜っております。 

  さて、本例会に先立ちまして、富田ガバナーを

はじめお客様方と私、鈴木副会長及び高城幹事並

びに杉坂直前会長の８名で懇談会を行いました。

我がクラブの現状、問題点等をお伝えし、ガバナ

ーよりＲＩや地区の現状、今年度の規定審議会の

問題についてのガバナーのお考え等も拝聴させて

もらいました。またクラブ運営についてのご指導

等も頂き、本当にありがとうございました。この

後のガバナーのお話しにも期待しております。 

 また、箕田ガバナー補佐におかれましては日頃

からご指導を頂いておりますが、本日もよろしく

お願いいたします。 

会員の皆様におかれましては、ロータリーの動

向、地区の現況などを知るいい機会です。ガバナ

ーのお話を聞き、ガバナーのいう「魅力あるロー

タリー」に一歩でも近づけるよう今後のクラブ運

営、クラブ活動の活性化に役立てて頂きたいと思

います。本日のガバナーの卓話楽しみにしており

ます。よろしくお願いいたします。 

富田ガバナーの略歴 

昭和 12年、福岡市に生まれる。久留米大学医学部卒

業、元久留米大学医学部講師。医学博士、日本医師

会会員、日本医史学会会員。朝倉市の医療法人富田

耳鼻咽喉科医院理事長。 

この医師としての顔のほかに、著作活動も活発に行

われており、秋月藩医であった、日本の種痘の父と

も呼ばれる「緒方春朔」についての著作、そしてロ

ータリーに関連するものとして「ロータリーの理想

と友愛（読本）」等があります。 

 

 
富田 英壽 ガバナー  （甘木 RC） 

箕田 政人 第一 Gガバナー補佐（田川 RC） 

半田 裕一 地区副幹事 （甘木 RC） 

古賀 一伸       （甘木 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
於：パンジープラザ 社会福祉協議会応接室 

 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

・８月２７日 苅田工業高校 IACが２４時間 TV募金活

動をサンリブ・エル・苅田で行ないますので参加され

てください。メークアップ扱いになります。宜しくお願い

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 26名    

メークアップ１名  出席率 84％ 

メークアップ  ８月２７日 IAC２４時間 TV募金活動 

井手口 R・沓脱 R・杉坂 R・高城（雅）R・高橋 R・竹部

R・原田 R・原 R・屏 R・松田 R・矢野 R・壁屋 R・梶原 R 



 

 

苅田クラブのテーマ

「Ｉａｍ 苅田ロータリ

ー」に感銘を受けました。

「ロータリーの心を尋ね

て」松田尊文パストガバ

ナー（福岡東 RC）の結び

に“You are Rotary!!”

『あなたがロータリーで

す』いう文があります。<あなた自身がロータリーな

のですよ> 一人ひとりが自覚をもってロータリー

活動を行なうそれに通ずるものがあると思いました。 

今年度ガバナーに3つの課題(重要目標)があります。 

１．規定審議会の決定に対する対応 

２．会員増強 

３．ロータリー財団 100周年記念 

１，２は、先ほどの会長幹事の懇談会で、ご理解を

得たので、3つ目の「ロータリー財団 100周年記念」

についてお話をさせて頂きます。 

演題『ロータリー財団１００周年記念「たかがロー

タリー されどロータリー」』 

結論から申しますとロータリー財団１００周年記念

を祝って一層の寄付をお願いしたいとのことです。 

具体的に言いますと日本政府の国際援助額は、１兆

7,000億円（2013年）日本ロータリーの国際援助額

は、33億円、0.002％しかありません。（たかがロー

タリー） 

日本政府の国際援助額 1兆 7,000億円の内訳は、贈

与が 7,666億円。国際機関への拠出つまり借款が

9,236億円となっています。 

日本のロータリーの国際援助は 33億円その内訳は、 

・人頭分担金（一人 5,360円）＝5億 

・財団寄付（年次寄付・恒久寄付・ポリオプラス・

その他の基金）＝15億円 

・米山奨学会＝13億円 

・地区・クラブ国際援助（ICS・交換留学生） 

ロータリー財団は、ロータリー独特の素晴らしい社

会貢献ポリオ撲滅運動に力を入れています。ロータ

リーの最優先課題です。 

ポリオ撲滅運動 

野生株によるポリオ症例数は、1988年 400件近かっ

たが、昨年 74件、今年パキスタンとアフガニスタン

の 19件とポリオのない世界まであと少しとなってき

ています。 

ポリオプラス補助金の活動配分状況（2010～15年度）

ポリオの生ワクチンは、一人 10円程の安いものです

が、そのワクチンを子供たちに提供するためチーム

を組んで活動しなければなりません。ワクチンの管

理サポートはもちろん、監視活動・社会動員・リサ

ーチ・技術援助等とお金がかかります。又、ポリオ

プラスとして・百日咳・ジフテリア・破傷風・はし

か・結核の撲滅にも力を入れています。 

第 2700地区は財団寄付が大変少なく年次基金の会員

平均寄付は、全国 34地区中 33位となっています。 

年次基金寄付「会員一人当たりの寄付」（2015～16年度） 

2700地区         82＄ 

2710地区（広島・山口 ） 132＄ 

2720地区（熊本・大分）  105＄ 

2730地区（鹿児島・宮崎） 108＄ 

2740地区（長崎・佐賀）  88＄ 

日本全体平均       136＄ 

最高額 2770地区（埼玉）  206＄ 

※日本ロータリー目標は、150＄です。年次基金に毎

年 150＄以上寄付しましょう！ 

2700地区は全国的に寄付金額が少ないので、ロータ

リー財団 100周年記念にあたってロータリー財団に

一層の寄付をお願いしています。その 1つの提案と

してポール・ハリスソサエティ会員を増やす計画で

す。ポール・ハリスソサエティ（ＰＨＳ会員）とは、

毎年 1,000ドルを計画的に寄付する会です。2700地

区には現在 13名のＰＨＳ会員がいます。全国のＰＨ

Ｓ会員は 586名です。（2013-16年 5月累計） 

具体的な年次寄付金アップの計画として、5年計画で

クラブ会員の 10％をＰＨＳ会員になっていただくこ

と。加えて個人寄付額の増額です。大きな支援を全

会員に呼びかける事が年次寄付推進につながってい

きます。甘木クラブには、65名中 7名（10％）の PHS

の会員がいます。 

あなたのご厚意が世界を変えるのです！財団 100周

年記念を祝ってロータリー財団にもっと寄付を！何

分宜しくお願いします。



 
ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

ガバナー：富田英壽  地区副幹事：半田裕一  会員：古賀一伸（甘木 RC） 

本日は公式訪問でまいりました。宜しくお願いします。 

第１グループガバナー補佐 箕田政人（田川 RC）  
お世話になりました。 

 

國永 修一  公式訪問 何とか終了、ホッ!! 

高城 直紀  富田ガバナー、本日は有難うございます。 

田辺 浩爾  富田ガバナー、箕田ガバナー補佐 訪問頂き有難うございました。 

杉坂 正徳  富田ガバナー公式訪問有難うございます。会長・幹事大変お疲れ様でした。 

松田 博文  富田ガバナーには大変お忙しい中、また御暑い中、公式訪問有難うございました。 

矢野 強   今期 11月に財団の卓話を入れていますが、今日のガバナーの話で代用したいと思います。

竹部 武男  式進行、不手際があり申訳ありません。 

鈴木 公利  ガバナー有難うございました。ＰＨＦ頑張ります。 

片岡 孝市  富田ガバナー公式訪問有難うございます。 

桧槙 敬   富田ガバナー、本日は有難うございました。 

丸山 謙一  富田ガバナー公式訪問有難うございました。 

 

集計 34,0000円       累計 177,000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  9月 30日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  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  9月 14日→富田ガバナー公式訪問 

                       夜間例会 

             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 

 

 

 

 

              2016.8.27 
              サンリブ・エル・苅田 

苅田工業高校 顧問先生から 

 

苅田ロータリークラブの

皆様お疲れ様でした。 

24時間テレビの募金合計

額は、121,850 円でした。   

苅田ロータリークラブの

皆さんやお客様たちに感

謝感謝です。   


