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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 
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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 

4月 13日（木） 地区協議会報告      駐車場× 

4月 20日（木） 地区協議会報告      駐車場〇 

4月 27日（木） クラブ協議会 夜間例会       

5月 4日（木） 休会 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回 苅田 RC國永会長杯 2017/3/26 

 

■地区・第１G・行事予定 

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 

 

■IAC 

4月 20日（木） 16:30～ 3棟 1階 英語科教室 

4月 29日（祭） インターアクト年次大会 

 

本日のプログラム <第 1946回 例会> 

     台湾短期研修報告 川寄愛奈 IAC会長 

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


＜第 1945回 例会記録 ＜2017年 3月 23日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

来週は休会となっており

ますので今日が３月最終例

会、今日の卓話は鈴木次期会

長の PETS報告となっていま

す。思い出せば昨年は私がこ

れを担当したのだと考える

と１年過ぎるのは早いものだと感じます。 

ここに出席されている３分の１以上の会員は

会長経験者でありますから、同様なことを感じ

ておられるのではないかと思います。 

私は、再三述べていますようにキャリアは長

いのですが、不良会員として過ごしてきました

のでロータリーのこと、特にクラブ運営のこと

等は今期初めて経験することが多く不安でした。

しかしながら、会員の皆さんの協力のおかげで

なんとか９ヶ月を大過なく過ごせてきました。 

役を仰せつかるということは光栄なことでも

ありますし、また何より当事者意識をもってこ

とに当たらねばならないということで良い経験

をさせてもらいました。ロータリーの事も少し

は分かってきたかな なんて思っています。こ

の経験を次期以降も生かしていければ良いので

すが、さてどうなりますやら（笑） 

鈴木次期会長は私とは違い、ロータリー大好

き人間で、勉強もよくされていますので全く心

配はありませんし、また新年度に向かって色ん

な思いをめぐらせている事と思います。 

今年度苅田クラブは増強委員長の下に今期は

５名の進入会員が入会されました。先日の IMの

資料によりますと年齢構成も理想的な状況にあ

ります。 

そういえば来期は矢野ガバナー補佐の下に IM

の担当もやらねばなりません。実行委員会の方

も活動を開始されておるようです。いろいろと

忙しくなりそうですね。 

幹事報告    高城 直紀  

・本日 23日、3月度理事会を開催します。 

・来週 3月 30日は、休会となっています。次回は 4

月 6日です。 

委員会報告 

  新世代奉仕委員長  高橋 功吉 

・4月 29日インターアクト年次大会が柳川で開催さ

れます。 

出席委員会委員   松田 博文 

（会員数 35名） 

3月 23日例会 出席者名 25名 修正出席率 77% 

メークアップ  

3月 23日 北海道 2500RC Eクラブ 高城（雅）R 

3月 27日 八幡中央 RC  片岡 R   

3月 27日 会員増強 鈴木 R 

 

 

【第 3回 苅田 RC國永会長杯】 3月 26日 

 

優勝  片岡 孝市 

          準優勝 矢野 強 

 

 

【地区大会のご案内】 
4月 14日（金） チャリティーゴルフ大会 

  夜須高原カントリークラブ 

  苅田 RC 南コース→西コース ＳＴ10：15 

 

4月 16日（日） 地区大会第 2日目 

  福岡国際会議場 

  福岡市博多区石城町 2-1 TEL:092-262-4111 

スケジュール 

   11:00…登録受付 

   11:40…昼食 

   12:30…開会宣言・点鐘・国歌・Rソング斉唱 

       来賓並びに役員紹介 

       物故会員黙祷 

       ホストクラブ会長歓迎挨拶 

       ガバナー挨拶・RI会長代理挨拶 

       来賓祝辞   

   14:00…特別講演…作家 竹田恒泰氏 

   15:30…米山記念奨学生ＨＣ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・点鐘 



 

4.地区 5委員会の概要説明 

(1)拡大・会員増強委員会 (2)広報・IT委員会 (3)青少年奉仕委員会 

(4)ロータリー財団委員会 (5)米山記念奨学委員会 

 

5.グループ別討議 

(1)会員増強のクラブ別具体的行動と、目標数値について 

 各クラブの活動の紹介と、目標数値純増 1、2名の確認 

(2)クラブ活性化のための親睦と奉仕活動 

 各クラブの長期にわたる奉仕活動について紹介(我クラブ、IAC晋州飛鳳 RCとの短期交換研修を紹介) 

(3)公共イメージと認知度の向上 

 報道機関との定期的な情報交換の必要性について、各クラブの状況を紹介 

 (市役所等の記者クラブとの付き合い、クラブと地域コミュニティとの奉仕活動を積極的に行政マス

コミに情報提供する等) 

(4)各クラブに長期計画委員会を設置する件について 

 各クラブの現状、規模、必要性に合った形で、その目的と組織作る。 

6.各グループ、ガバナー補佐による討議内容の発表 

7.ガバナーエレクト、ガバナー、研修リーダーの所感 

 

PETSを受講しての所感 

地区委員会で、昨年からガバナーエレクトから組織替え、各委員会への要望についてお聞きして、次

年度のガバナー方針がこれまでにない、今までの地区の方針を 180度転換し、RIの方針に基づく、

戦略計画の 3つの優先項目の目標と推進するという方針を掲げられていることを聞いておりました

が、はじめて聞かれる会長エレクト達には、少しショックというか、どうしたらいいのか不安を持た

れたと思う。 

私自身も、3つの拡がりの「会員の拡がり」を、地区委員としてサポートいる役割を果たしながら、

自らもクラブ会長としてこれを実践して行くことになり、各委員会委員長の方々のご協力を頂かない

と活動できないと思います。4月 8日の地区研修・協議会では、それぞれの部門の委員長、関係者に

出席をお願いしておりますので、地区からの要望事項を確認し、クラブでどのように展開して行けば

いいのか、学んできていただきたいと思います。 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  鈴木さん PETS参加 ご苦労様でした。変化！！ついていけるでしょうか？ 

高城 直紀  息子が最後の最後にヒットを打つことが出来ました。 

角﨑 明美  子供が無事、中学卒業、高校合格しました。 

竹部 武男  前回の例会を欠席しました。 

渡邊 剛   いつも遅刻してすみません。娘が幼稚園を卒業しました。 

屏 正隆   すみません。早退いたします。 

鈴木 公利  卓話を有難うございます。昨日、無事に行橋みやこ RCの卓話も終えました。 

壁屋 好惠  鈴木会員、PETSセミナーお疲れ様でした。 

前田 頴子  6人目の孫が誕生しました。健康で育って欲しいです。 

片岡 孝市  鈴木さん、卓話有難うございました。 

丸山 謙一  3月 19日ミヤマキリシマで有名な万年山（はねやま）に行ってきました。1日の歩数は。

21,405歩でした。 

 

集計 19,000円      累計 606,340円

四つのテスト 

 言行はこれに照らしてから 

◆真実かどうか 

◆みんなに公平か 

◆好意と友情を深めるか 

◆みんなの為になるかどうか 

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  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  5月 5日→休会 

 

行橋みやこＲＣ  5月 3日→休会 

  

田 川 Ｒ Ｃ  4月 12日→夜間例会 

                18:30～ 周防館 
 

豊 前 Ｒ Ｃ  5月 4日→休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

殿川緑地公園    2017年 4月 5日撮影 
 

※今年の桜は、例年よりちょっぴり遅め！週末満開!！ 

 

                 

  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 


