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＜2016～2017年度ＲＩ＞   会 長 ジョン F.ジャーム 
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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 

3月 23日（木） PET報告 鈴木 R    駐車場× 

3月 30日（木） 休会 

4月 6日（木） 台湾研修報告 苅田工業高校ＩＡＣ 

                    駐車場〇 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターシティーミーティング 

 

■地区・第１G・行事予定 

 

3月 18日（土） 会長エレクト研修セミナー 

3月 23日（木） 3月度理事会 18:30～ 三原文化会館 

4月 8日（土） 地区研修 協議会 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

4月 19日（水） 第一グループ会長幹事会 

4月 22日（土） 地区ロータリー研修会 

 

 

本日のプログラム <第 1944回 例会> 

  地区国際社会奉仕委員長 片岡孝市Ｒ  

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


＜第 1942回 例会記録 ＜2017年 3月 2日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

来る３月１１日は田川ＲＣ主催による第一グル

ープのＩＭです。ＩＭとは Intercity Meeting：

インターシティー・ミーティングの頭文字で、近

隣都市の複数のクラブで実施する都市連合会のこ

とです。グループ、分区単位でのクラブや、大都

市の場合、その都市内の数クラブの会員が集まり、

合同で行う自由討論会。ガバナー補佐が主催して

開かれることが多いようです。決議や決定はなく、

ＩＭへの出席はメークアップとなります。 

 その目的は第一に会員相互の親睦と面識を広め、

会員にロータリー情報を伝えると共に、立派なロ

ータリアンの養成ににあります。そのため、経験

豊かなリーダーの下で、ロータリーの奉仕の理想

を勉強する会合です。 

 討論の主な内容は、4大奉仕部門をカバーしつ

つ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討し

ます。クラブ会員、全員参加です。この会合の大

切な目的は、会員相互の親睦と知識を広めること

であって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、

奉仕の理想を勉強するために開催されます。 

 テーマはロータリーのこと、そして一般社会の

ことで、そのときに話題になっていること、考え

なければならない問題点など、多岐にわたります。

形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。

この会合では、知識を広め深めるとともに、グル

ープ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、

懇親会も併せて開催されます。 

我が第一グループは、３月１１日に田川クラブ

主催の元に「ロータリーの原点を理解し、魅力湧

く奉仕活動を」とのテーマで開催されます。ロー

タリーの原点から現在そして未来のクラブを勉強

し検証する機会になるのではと期待しております。 

普段からロータリーの勉強を疎かにしている私

にとっては勉強にもなり、また第一グループの各

会員と交流親睦を深める良い機会になるのではと

思っております。 

今回は送迎バスの手配もしております。皆さん

で参加し有意義な一日を過ごしましょう。 

幹事報告    高城 直紀  

・矢野会員より中村様の会員推薦があがっています。

事務所に掲示していますので意義・申し立てのある

方は 1週間以内にご連絡ください。 

・3月 11日ＩＭの時は、苅田ＲＣブレザー着用でお

願いします。 

委員会報告 

地区国際社会奉仕委員長  片岡 孝市 

ＩＣＳ委員会の人道支援としてネパールに   

①ダメージフロアーの処理           

②看護施設の建設               

③飲料の為の浄水器設置の為、2月の第一グルー

プ会長幹事会で会員 1名あたり 200円の支援をす

ることが決定しました。 

国際奉仕委員長    桧槙 敬 

ＷＣＳで 10年ほど前から支援していますシキ

ホール島の原田さん（ホテル経営 日本親善大使）

から「モリンガ茶を飲んで島の子を支援しましょ

う」の案内が届いています。事務局に掲示してい

ますのでよろしくお願いします。 

青少年奉仕委員長   高橋 功吉 

 本日 3月 2日 学年度最後のインターアクトの

例会を開催しますのでよろしくお願いします。 

クラブ奉仕委員長 鈴木 公利 

 4月 8日にアクロス福岡で開催されます 2017～

2018年度 地区研修・協議会の出席メンバーを報

告します。苅田ＲＣからは、他に地区ＩＣＳ委員

長の片岡Ｒと地区Ｒ情報副委員長の角田Ｒと第一

グループＧ補佐の矢野Ｒが出席します。 

 

会長・幹事  ：鈴木 公利・原 公克 

 拡大・会員増強：幾田 誠泰・杉坂 正徳 

 広報・ＩＴ・会報：丸山 謙一・井手口 貞治 

ロータリー情報：國永 修一 

職業奉仕   ：原田 雄幸 

社会奉仕   ：高城 直紀 

ＩＣＳ    ：桧槙 敬 

青少年奉仕  ：高橋 功吉 

ロータリー財団：山口 勝弘 

米山記念奨学 ：福田 洋司 

 

 



新会員の卓話    

 松本 聡 （平成 28年 11月 1日入会） 

高校卒業後、

（株）渡辺商工に

入社し、工場勤務

をする中、職場で

評価して頂き、東京

本社で 2年間営業

の経験をさせて頂

きました。そんな中、

自身で何か地域や

社会にもっと貢献できることがあるのではと思っ

ていた矢先に妻が椎間板ヘルニアになり、私が治

せたらと思い、お世話になった同職場を 10年の

勤続年数を経て退職し、柔道整復師専修学校に 3

年通い、国家試験を合格し柔道整復師となりまし

た。資格取得後、半年で開業。 

まだまだ学ぶ事は沢山ありますが、患者様の為

に日々精進しております。治療家になった原点を

忘れずロータリーの一員としてこれからも頑張り

ます。 

 

 中川 賢二 （平成 28年 12月 1日入会） 

こんにちは、初めての卓話という事もあり非常に

緊張しております。今回

は仕事の事と少し自分

の事を話していこうと

思います。時間までしゃ

べれなかったらすみま

せん。 

小倉南で生まれまし

た。その時はまだ城野に住んでいた記憶がありま

すが、それから貫に引っ越しました。自宅の隣に

看板屋の事務所もあり物心ついたころから親父の

仕事を見ていました。まだ、その当時の看板屋は

すべてペンキで字を描いておりました。今はカッテ

ィングプロッターという機械があります。 

ここでカッテイング文字の作り方を実演して、卓

話にかえさせていただきます。 

 

＜第 1943回 例会記録 ＜2017年 3月 11日＞ 

 インターシティーミーティング 

       国際ロータリー第 2700地区 

        第一グループ 

        2016年～2017年度 

 
テーマ 
「ロータリーの原点を理解し、魅力湧く奉仕活動を！」 

とき／2017年 3月 11日（土） 

ところ／田川・香春町町民センター 

ホストクラブ／田川ロータリークラブ 

 
■インターシティーミーティング 

   14:00～ 開会点鐘 

   14:30～ パネルディスカッション 

   16:10～ 基調講演 

   17:30  閉会点鐘 

■6クラブ合同例会 

     17:40～18:00 

■懇親会 18:10～19:20 

 

 

 

 

 

 

出席委員会委員長 高城 雅春 

（会員数 35名） 

3月 2日例会 出席者名２６名 修正出席率 77% 

3月 11日例会 全員登録 
 

メークアップ  

3月 2日 IAC例会  松田Ｒ・壁屋Ｒ・屏Ｒ・高橋Ｒ 

3月 9日地区ＩＣＳ委員会  桧槙Ｒ・片岡Ｒ 

3月 10日 東京西ＲＣ 鈴木Ｒ 

 

 

 
       鈴木 公利Ｒ 

 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  中川さん・松本さん卓話ありがとうございました。先日久しぶりにハーフ 30台が出まし

た。もちろん 39です。 

高城 直紀  先週休み頂きすみません。ススキノを満喫してきました。 

鈴木 公利  誕生祝ありがとうございました。ＩＭ欠席の為、東京西 RCでメイクアップして行きます。 

屏  正隆  松本 R、中川 R、卓話ありがとうございました。これからともに苅田 RC盛り上げていき

ましょう。よろしくお願いします。 

桧槙 敬   プサンに 2月 24日～26日の間観光に行きました。カジノで少し勝ちました。 

壁屋 好惠  中川さん、松本さん、卓話をありがとうございました。 

片岡 孝市  ネパールへ支援のほどお願いいたします。 

井手口貞治  松本会員、中川会員、卓話ありがとうございました。 

田辺 浩爾  昨日仕事で大変困っていたところ原会員の協力で解決できました。 

竹部 武男  春休み娘が帰ってきました！ 

杉坂 正徳  中川会員、松本会員、新会員卓話ありがとうございます。 

松田 博文  松本さん、中川さん素晴らしい卓話ありがとうございました。 

山口 勝弘  2月は不調でしたので、3月は良い月になりますように。 

丸山 謙一  松本さん、中川さん素晴らしい卓話ありがとうございました。 

 

集計 22,000円      累計 569,340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 

 

 

《防災対策を忘れずに》 

 

 熊本地震からもうすぐ 1年！ 

   

    

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ   

4月 4日→夜間例会 18:30～ 

「花見例会（山翠会合同）」普門寺 

         4月 18日→職場例会 11:50～ 

「航空自衛隊築城基地訪問」  

豊 前 西 Ｒ Ｃ  

         3月 17日→12日 移動例会 

          京築近郊中学校バレーボール大会 

         3月 31日→休会 

 

行橋みやこＲＣ  

4月 5日→創立 33周年記念式典 

           夜間例会 18:30～ 京都ホテル 

  

田 川 Ｒ Ｃ   

         3月 22日→休会 

         4月 12日→夜間例会 

               周防館 18:30～ 


