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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 

2月 16日（木） 国際奉仕委員会 田辺 R 駐車場〇 

2月 23日（木） プログラム委員会 原 R 駐車場× 

3月 2日（木） 卓話（松本 R・中川 R  駐車場〇 

3月 9日→11日 IM・6クラブ合同例会 田川 RC 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

2月 11日（土） IAC 6校合同例会 敬愛高等学校 

2月 16日（木） ガバナー補佐・地区チーム研修 

        2月度理事会 18:30～ 三原文化会館 

3月 11日（土） IM＆6クラブ合同例会 田川 RC 

3月 18日（土） 会長エレクト研修セミナー 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

■ＩＡＣ例会   

2月 23日（木） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

本日のプログラム <第 1939回 例会> 

  R情報委員会 杉坂 正徳 

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


＜第 1938回 例会記録 ＜2017年 2月 2日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

RIは２月を、紛争予防と仲裁に関する、若者を

対象とした研修の実施、紛争地域における平和構

築の支援、平和と紛争予防／紛争解決に関連した

仕事に従事することを目指す専門職業人のための

奨学金支援を強調する月間としています。 

 具体的には、世界各地の大学に設置された「ロ

ータリー平和センター」で、平和と紛争解決の分

野の修士号または専門能力開発修了証を取得する

ための奨学金を提供しています。このフェローシ

ップで留学する人は「フェロー」と呼ばれ、フェ

ローの多くが各国政府や、国連・世界銀行などの

国際機関、国際司法裁判所などに就職し、平和構

築の第一線で活躍しています。平和、紛争などと

いわれても、私共日本人にはなかなか理解が難し

く、つい他の国の出来事のように感じてしまって

いるのではないでしょうか。 

 今日、紛争や迫害によって住むところを失った

人びとは何百万人もおり、紛争被害者の実に90％

が一般市民で、その半数が子どもだといわれてい

ます。ロータリーでは、貧困、不平等、民族対立、

教育や機会の欠如といった、争いの温床となる問

題への取り組みのほか、紛争を抑止・仲裁するた

めのスキル研修や難民支援など、さまざまな平和

活動に取り組んでいます。 

以下に例を挙げます。 

第 5100地区では、キプロスに住むイスラム教

徒とキリスト教徒の友情と相互信頼を築き、互い

への偏見を解消するためのプログラムを毎年実施。 

ドイツのクラブでは、難民が地域社会に馴染め

るよう支援しています。地元のカフェにロータリ

アン、ローターアクター、弁護士や社会福祉士を

含む地域住民が集まって、他国から逃れてきた人

たちについて知識を深め、難民が仕事に就けるよ

う援助活動を行っています。 

日本では岐阜にある可茂 RCで、人道主義につ

いて考える機会を子どもたちに提供するために、

第二次世界大戦中に大量のビザを発行してユダヤ

人避難民を救った杉原千畝に関する演劇に、地元

小中学生 300人を招待しました。その他多くのク

ラブが平和に向けた取り組みのプログラムを行っ

ております。 

今、世界は動いています。イギリスの EU離脱、

アメリカのトランプ新大統領の様々な大統領令な

ど、自国だけ自分だけを守ろうとの方針が現実的

なものになってきていると感じていませんか？政

治的な話はご法度ですが、我国でも近隣諸国と多

くの問題を抱えています。特に沖縄や北海道では

他国と様々な問題を抱えていると思われます。し

かしながら、私共は対岸の出来事のように当事者

意識を放棄しているように感じます。 

今月の月間の趣旨を一度考えてみるのも良い機

会であるかもしれませんね。 

幹事報告    高城 直紀 

・3月 11日 IM・6クラブ合同例会（香春町民セン

ター）・4月 16日 2700地区、地区大会が福岡国際

会議場で開催されます。参加よろしくお願いします。 

・3月 26日 第 3回 國永会長ゴルフコンペを開催

します。 

委員会報告  

青少年奉仕委員長 高橋 功吉 

2月 11日 6校合同例会が敬愛高等学校で開催

されます。 

本日開催予定でしたインターアクトの例会は

インフルエンザ流行の為、急遽中止になりまし

た。 

出席委員会委員  松田 博文 

（会員数 35名） 

２月２日 出席者名 24名 出席率 69% 

メークアップ  

2月 6日 小郡 RC 片岡 R 

2月 7日 大牟田 RC 片岡 R



      クラブ協議会  次年度の苅田ロータリークラブの IM と組織について 

                  IM・6 クラブ合同例会開催予定 日時  2018年 2月 3日（土曜日）  

場所  京都ホテル 

 

２０１７－２０１８年度 ＲＩＤ２７００ 

苅田ロータリークラブ委員会組織（案） 

  

 

 
 

    
          

 

  
  

      

  
  

      

  
  

      
         
         
         
         
         
         

       

 

  

 
  担当理事 委員長 副委員長   

 

 
クラブ奉仕委員会 

 

 片岡孝市 
    

 

 
  会員基盤向上委員会 

 

杉坂正徳 

    
 

 
    (会員増強、会員選考、職業分

類、出席、プログラム各委員会を

統合し、各担当者を置く) 

    
 

 
        

 

 
  ＩＴ・週報委員会 

 
  

  
 

 
    （会報・雑誌、広報・ＩＴ、資料保

存各委員会を統合） 

  
 

 
      

 

 
  

親睦活動委員会 
 

  
  

 

 
    

 

 
  Ｒ情報委員会 國永修一     

 

 職業奉仕委員会 原田雄幸 
      

 

 
      

 

 社会奉仕委員会 高城直紀 
      

 

 
      

 

 
国際奉仕委員会 桧槙 敬       

 

 
  ＩＣＳ委員会 

 

      
 

 
  Ｒ財団       

 

 
  米山奨学学会       

 

 青少年奉仕委員会 

         （IAC含む） 
高橋功吉 

      
 

 
      

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  本日の夜間例会、出席数最悪！！頑張りましょう 

高城 直紀  いいことがありますようにニコニコします。 

竹部 武男  先週例会を欠席しました。井手口さん有難うございました。 

長江 三郎  誕生日祝い 有難うございました。 

松田 博文  誕生祝い有難うございました。『もう 80歳、まだ 80歳、我が人生』と云う心境です。 

松本 聡   松田さん写真集有難うございます。誕生日祝いも有難うございます。 

山口 勝弘  誕生祝いを頂きました。73歳になりました。これからもよろしくお願いします。 

田辺 浩爾  桧槙さん、片岡さんと R財団セミナーに行ってきました、御馳走になりました。 

丸山 謙一  風邪が治りますようにニコニコします。 

 

集計 26,000円      累計 503,340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 

 

 

 

近隣クラブ例会変更 

行 橋 Ｒ Ｃ  2月 14日→夜間移動例会「バレンタイン」 

 

豊  前  西  Ｒ  Ｃ  2月１７日→夜間移動例会「観梅会」 

 

行橋みやこＲＣ  3月 1日→４日 周防灘カップ中学校大会     

             3月 8日→11日 「6 クラブ合同例会」 

 

 

 

 

 

 

２０１６－１７年度 

国際ロータリー第 2700地区 

地区大会 
 

4月 14日（金） 親睦ゴルフ大会 夜須高原 CC 
 

大会 1日目 

4月 15日（土）  ホテル日航福岡 
 

12:00～17:00 

13:00 開会宣言・点鍾・・・ 

16:30～記念講演 日本医師会会長 横倉義武 

 

18:00～21:00  RI会長代理ご夫婦歓迎晩餐会 
 

大会 2日目 

4月 16日（日）  福岡国際会議場 

 

11:00  登録受付 

11:40  昼食 

12:30  開会宣言 

14:00  特別講演 作家 竹田恒泰 

15:30  米山記念奨学生ホームカミング講演 

     青少年紹介 

     地区内クラブ紹介 

     次年度ホストクラブ会長挨拶 

17:00  閉会行事・閉会宣言・点鍾 
 


