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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 

11月 3日（祭） 休会 

11月 10日→12日/13日 親睦旅行 

11月 17日（木） 角田 成弘 R     駐車場○ 

11月 24日（木） ロータリー財団    駐車場× 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールハリスフェロー記念バッチ授与 鈴木公利 R 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

10月 30日（日） 社会福祉協議会主催 ゴルフ 

11月 5日（土） 地区社会奉仕セミナー 

11月 24日（木） むつみ会 18：30～ 

11月 26日（土） 地区職業奉仕セミナー 

 

■ＩＡＣ例会   

10月 27日（木） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

 本日のプログラム <第 1926回 例会> 

   安増惇夫  米山カウンセラー 

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


＜第 1925回 例会記録 ＜2016年 10月 20日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

今年の F1観戦ツアー 

 今年も１０月７日金曜日、仕事を

終わらせ２０時の FDAで北九州

空港より名古屋へ向かいました。 

 グランプリは金曜日の朝からと

なりますが、金曜日は仕事をして

土曜の予選、日曜の決勝を観戦しております。 

 例年どおり名古屋に泊まり、近鉄特急で鈴鹿サーキ

ットの最寄りの駅まで向かいます。サーキットは駅から

４．５キロ離れたところで、今年はタクシーで行きまし

た。 

今年は日本で連続して開催されるようになって３０

年に当たるそうです。今年は年間２１戦、世界中を回り

日本グランプリは第１７戦になります。 

Ｆ１マシンは、今年は１．６リッターターボにエネルギ

ー回生システムが付いて７００馬力以上といわれてお

ります。以前のホンダは１．リッターで、レースでは１００

０馬力、予選は１５００馬力と凄いエンジンで戦ってい

ました。 

今はエンジンとは言わずパワーユニットというそうで

す。鈴鹿では最高速度３００キロ以上、平均速度は約

２２０キロ以上というくらいでしょう。以前のＶ１２，Ｖ１０

エンジン時代は高音の音が出ており非常に魅力的で

したが、今は低音になりなにかさびしい感じです。 

１０数年前の最盛期は３日間の入場者数が３５万人

以上と凄かったのですが、今年は過去最低の１４万５

千人に留まったようです。 

それには数々の原因はあるのでしょうが、景気の後

退による企業のスポンサーの減少、フジテレビの地上

波放送から撤退、その後 BS放送でやってましたが、

今年からはCSの有料放送しかありません。これでは、

人の目につくことも無くなり一部の趣味のある人間し

か行かなくなります。現在はホンダがエンジンを供給

して参加していますが、昔の面影は無く下位に低迷し

ており、トヨタにいたっては撤退してしまいました。また

日本人ドライバーもいなくなりましたのでますます興味

が削がれてきたのではないかと思います。 

 マクラーレンホンダが強くなり、日本人ドライバーが

参加するなどで、日本グランプリのまた一層の盛り上

がりを期待したいものです。 

さて、今年も鈴鹿ベイ RCの皆様がサーキット場内

に「友愛の広場」を設置してくれていました。全国から

数十人のロータリアンが訪れてくるそうです。去年もお

話ししましたが、鈴鹿ベイ RCは会員減少に陥り、本

年は１３名との事でありました。この少人数のクラブが

「F1グランプリ友愛の広場」と称して８年間、日本全国

のロータリアンに憩いの場を与えて下さっていることに

感謝と尊敬を感じずにはいられません。 

 今年も土曜日の夜は、有志の皆様の懇親会に参加

し、平塚、埼玉、京都のロータリアンの方とも楽しく親

睦活動をさせてもらいました。 

 さて、来年はいかが致しましょう？ 

幹事報告    高城 直紀 

・本日第一グループ会長幹事会が開催されます。 

・明日２１日、理事会が三原会館にて開催します。 

委員会報告  

親睦活動委員会  丸山 謙一 

 ・昨日親睦活動委員会が開催されました。親睦旅行

は、別紙の行程・予算の予定です。参加の有無を回

しています。また、１２月１５日家族親睦会を開催しま

す。風船やマジックなどのアトラクションを考えていま

す。お知り合いの方で何かありましたら連絡下さい。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 32名   

10月 20日 出席者 29名  

メークアップ１名  

修正出席率 94％ 

 

メークアップ  10月 26日 田川 RC  矢野 R 

 



 

      

次年度第一グループガバナー補佐  矢野 強 

・苅田 RCにとって、８年ぶりの IMの開催になります。

私としては、パフォーマンスは、考えていません。イン

ターシティミーチングの趣旨に則った IMを開催できれ

ばと思います。 

IM実行委員長    田辺 浩爾 

・苅田 RC らしい実りのある IMが出来ればと考えて

います。皆さんの御協力よろしくお願いします。 

 

副会長    鈴木 公利 

１.IM実行委員会立ち上げ準備 

(1) IM実行委員長の選出：田辺浩爾パスト会長 

(2) IM実行委員会、委員の構成 

(3)  

① 委員会委員(2017-18年度の役職名) 

ガバナー補佐 矢野 強 

IM実行委員長 田辺 浩爾 

会長 鈴木 公利 

幹事 原 公克 

SAA 井手口 貞治 

５大奉仕委員長  

会計  

以上１１名 

 (次期理事は 12月 1日クラブ総会にて決定) 

② 実行委員会は、IM 全般の企画を立案、決定

し、その実行計画を各作業部会に委ねる。 

(4) 各作業部会(仮称)の編成と役割分担 

○企画部会：IMプログラム(式典、講演会、合同

例会)の企画 

○総務部会：2700地区、第 1グループ、その他

等との渉外 プログラム作成等 

○親睦部会：懇親会の企画 

○各部会長については、実行委員会委員より選

出 

 

※クラブの中に２つの組織を作らないために、

部会は、５大奉仕の委員長を中心になってもらう

ように考えています。                

(各部会については、2017年 1月を目処に設立) 

２.開催日の候補について 

○ 2018年 2月 3日（土） 

日程は未定ですが、近隣クラブが３月は、クラブ行

事と重なるので、２月上旬：２月３日を打診しています。

（次期ガバナー補佐研修会が１１月１９日に開催され

ますので、決定いたしましたら後日報告をします。） 

 

 

※本日の例会は、パンジープラザの大研修室が町の       

行事使用の為、入口右の少し狭い会議室で行なわれた   

机３列×３×３人掛け 前に会長・幹事 後ろに SAA      

総３０人。また、国旗等ロータリーの旗は、ガムテープで    

とまらない為、テーマ旗のみドアに結び付ける。 

※カセットが常備していないので持ってきたほうがいい！！  

            ※例会場変更の余談記録として記載 

 

 

 

平成２８年１０月２３日（日曜日） 

チェリーゴルフクラブ 

              （苅田 RC主催） 

表彰：団体優勝：苅田ロータリークラブ 

   表彰：個人２位：福田洋司 R



 
ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  丸山親睦委員長。昨日はお付き合い出来ませんでした。 

高城 直紀  娘が明日 3歳の誕生日なのでニコニコ 

井手口貞治  先週の例会欠席申訳ありませんでした。苅田町のアジャタ大会で準優勝しました。 

原田 雄幸  早退します。 

田辺 浩爾  次年度の IM実行委員長頑張ります。 

片岡 孝市  親睦炉辺会合欠席しました。 

鈴木 公利  松本聡さんの入会申込書いただきました。 

高城 雅春  出席率今期最高を祝して！！ 

松田 博文  奥日光丸沼高原の写真撮影に行ってきました。すばらしい景色でした。 

丸山 謙一  先週乾徳山（2031ｍ）登頂を途中で断念しました。残念です。 

 

集計 13,000円       累計 265,000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  11月 23日→休会 

           

行 橋 Ｒ Ｃ  11月 8日→休会 

             11月 29日→夜間例会 

「ロータリー情報アワー」 

豊   前  Ｒ Ｃ  11月 3日→2日 ガバナー公式訪問 

               12：30～  曼松亭 

             11月 10日→移動夜間例会「ハロウィン」 

18：30～  マルティーニ 

             １２月２２日→歳末家族会 

               18：30～  築上館 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  11月 4日→2日 ガバナー公式訪問 

               12：30～  曼松亭 

 

 

 

 

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 

 

 

 

苅田 RC  今後のスケジュール 

 

１１月３日（木）     休会（定例規定により） 

１１月１０日→１２/13  移動例会：親睦旅行 

１１月１７日（木）    通常例会：卓話者 角田成弘Ｒ 

１１月２４日（木）    通常例会：R情報委員会 

 

１２月 １日（木）    通常例会：クラブ協議会 

１２月 ８日（木）    移動例会：苅田町議傍聴 

１２月１５日（木）    夜間移動例会：家族親睦会エルフィン 

１２月２２日→２５日  移動例会：チャリティ餅つき大会 

１２月２９日（木）    休会（定例規定により） 

２０１７年 

１月 ５日→７日   夜間移動例会：新年会 

１月１２日（木）    通常例会： 

１月１９日（木）    通常例会 


