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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 

         ＜苅田ロータリークラブ＞     会  長：國永 修一 

幹 事：高城 直紀 

ＳＡＡ：竹部 武男 

 

＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       竹田恒泰氏講演 

 

 

 

例会 

4月 27日（木） 夜間移動例会 ジュネス 18:30～ 

5月 4日（祭） 休会 

5月 11日（木） 青少年委員会       駐車場× 

5月 18日（木） R情報 夜間例会  18:30～ 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700地区 地区大会 2017.4．16 

 

■地区・第１G・行事予定 

4月 20日（木） 4月度理事会 三原文化会館 

4月 22日（土） 地区ロータリー研修会 

4月 23日（日） 第一グループゴルフコンペ 

4月 26日（水） 青少年奉仕委員会炉辺会合  

5月 11日（木） 次年度委員会 三原文化会館 

■IAC 

4月 20日（木） 16:30～ 3棟 1階 英語科教室 

4月 29日（土） インターアクト年次大会（柳川） 

 

本日のプログラム <第 1948回 例会> 

      地区研修・協議会報告 

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


＜第 1947回 例会記録 ＜2017年 4月 13日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

先週の土曜日、地区研修・協議会に参加された

皆さんお疲れ様でした。鈴木次期会長には、お呼

ばれに預りご馳走様でした。私は、翌日の用があ

りましたので直帰しましたが、それぞれお楽しみ

された方もいらっしゃったのではないでしょう

か？ 

さて今週は、地区大会です。 

地区大会の目的は、経験豊富なロータリアンか

ら新会員まで、あらゆるレベルのロータリアンに

ロータリーへの参加を高めてもらうことです。会

員、クラブ、地区による優れた活動を紹介してモ

チベーションを高め、さらなる奉仕活動、財団支

援へとつなげていくためのものであり、また、地

区大会はクラブレベルを超えたロータリーのビジ

ョンについて学び、思い出に残る親睦を経験する

絶好の機会ともなります。 

地区大会で行われる地区業務には、講演や研修に

加え、以下の業務を行う場ともなります。  

 

 地区の監査済み財務報告の採択  

 地区賦課金の額の決定（地区協議会または会

長エレクト研修セミナーで決定されなかった

場合）  

 大会決議の票決  

 ＲＩ理事指名委員会委員の選出  

 規定審議会の地区代表議員の選出  

 ガバナーノミニーの選出  

今年の地区大会は、明日が夜須高原カントリー

クラブでのチャリティゴルフ、当クラブからも８

人の精鋭が参加予定であります。そして土曜は「ホ

テル日航福岡」にて地区指導者育成セミナー、日

本医師会会長の横倉義武氏による記念講演、夜は

ＲＩ会長代理の歓迎晩餐会となっております。最

終日の日曜日は、「福岡国際会議場」において地

区内各クラブの紹介、そしてＴＶでお馴染みの「竹

田恒泰」さんによる「日本はなぜ世界で一番人気

があるのか」と題したん特別講演があります。な

かなか面白い考えをお持ちの方のようで、楽しく

拝聴したいと思っております。 

地区大会は、年に一度のお祭りのようなもので

す。みなさん奮って参加して頂きたいと思います。 

幹事報告    高城 直紀  

・今週末地区大会が開催されます。参加される皆さ

ん今回は、11:00から受付 昼食を食べて 12:30開会

点鐘となっています。 

・ジュネスでの 27日の夜間例会の出欠を回していま

すのでよろしくお願いします。 

委員会報告 

出席委員会委員長 高城 雅春 

（会員数 34名） 

4月 13日例会 出席者名 29名 修正出席率 88% 

 

メークアップ  

4月 16日 地区大会  
片岡 R・鈴木 R・角田 R・原 R・杉坂 R・國永 R・高城（直）・桧槙

R・井手口 R・高橋 R・山口 R・福田 R・壁屋 R・田辺 R・長江 R・

松本 R・中川 R・松田 R・矢野 R 

4月 18日  行橋 RC 高城（雅） 

 

 

 

地区研修・協議会報告 
 

地区研修・協議会   4月 8日（土）アクロス福岡 

 

次年度拡大 会員増強委員会   杉坂 正徳 

 
① 会員拡大・増強部門 

今までのように会員拡大・増強 

長期計画委員会の設置や CLP（クラブ リーダーシッ

プ プラン）の導入 

 
② クラブ運営・管理部門（会員基盤向上） 

会員研修や新会員研修の実施 

（地区委員会が退会防止と新規勧誘に繋がる会員研

修や新会員研修の情報や方法の提供） 

クラブ運営や親睦活動のサポート 

（地区委員会がより活発で楽しい例会運営の情報や

方法の提供） 

 
上記の実施や強化する事によって 

・クラブの柔軟性を育てリフレッシュを維持する 

・さまざまな奉仕活動への参加を奨励する 

・会員基盤の多様性を奨励する 

・会員の増強と維持を改善する 

・リーダーを育成する 

・クラブと地区が連携した長期計画を進める 

・既成観念にとらわれない新しいクラブをつくる 



次年度広報・ＩＴ委員会   丸山 謙一  

 安増次期ガバナーの地区およ

びクラブの改革にかける意気込

みに溢れた研修会でした。地区大

会より早くの開催は初めてでは

ないでしょうか。それほどの意気

込みを感じました。管理、管理の

言葉がよく聞かれた研修会でもありました。来期の地区委

員、クラブ役員の方は大変だなぁーって思いながら、それ

でも一生懸命勉強してきました。 

分科会の一時間は在津委員長の流れるようなお話で終

わり、質疑応答の時間がなかったのは残念でした。「あら

ゆるメディアを利用してクラブの活動を地域社会にお知

らせする。」との方針です。 

委員会の方針、計画では IT（ホームページ、フェイスブ

ック等々）に熱心な、また詳しい会員の少ないクラブでは、

クラブ事務員に多大な労力を強いる事になりそうです。一

年交代の現組織では対応がむつかしく、かつ RIが直接管

理しているマイ ロータリーの加入を強く進めています。

いよいよ国際基準の CLPを真剣に議論する時代となって

きたようです。以下、地区の計画等です。 

～広報・IT、会報員会計画書   委員長 在津吾朗～ 

委員会基本方針 

公共イメージと認知度の向上を図るために、積極

的に対外広報に取り組む。クラブや地区委員会の事

菓、ガバナー事務所からのお知らせなどを、会員に

早く詳しく伝えられる体制を構築する。 

マイロータリーとロータリーセントラエウの普及

に向けてクラブサポートを強化する。 

委員会事業計画 

１.地区ウェブサイトのリニューアル 

掲載する情報を絶えず新鮮に維持できる仕組みを考

案し、地区、クラブ、会員の情報交換だけでなく、

地域一般の人たちにも興味を持たれるような内容を

目指して全面的に改装する。サイトにはガバナー月

信と連携するページを設け、ガバナー月信担当者と

連携したコンテンツ作りを推進する。 

2.地区広報ネットワークの整備 

地区委員会、各クラブからそれぞれ２名ずつ、従

来の委員とは別に「広報委員」を選出していただき、

地区委員会を核とした地区広報ネットワークを構築。

地区内の新聞・ラジオ・ＴＶなどにロータリーの認

知度向上を目的とした連絡体制を整える。 

3.各種会議とセミナーの開催予定 

広報 IT委員会 8月・10月・12月・2月・4月・6月 

広報ネットワーク会議  7月・10月・1月・４月  

実践広報セミナー    11月  

 

次年度会長      鈴木 公利 

会長・幹事部会 2017-18年度 クラブ会長・幹事 

2018-19年度 クラブ会長                 

 地区リーダーシップ・プラン 

  DLP District Leadership Plan 
 

クラブ会長にお願いしたいこと 

1. クラブのサポートと強化 

     会員基盤の向上 

2. クラブの人道的奉仕活動の充実 

   RIの推進する 25項目のいずれかの実施 

3. ロータリーの公共イメージと認知度向上の対策 

   広報委員の配置 

4. 長期計画委員会を設置しクラブの組織に CLP導

入を検討してください 

5. 地区大会・IM・世界大会の参加のお願い 

 

 長期計画委員会 

 

クラブや地域が将来に「こうありたい」という

ビジョンを描き、それに添って目標と行動計画を

立てるのが「長期計画」です。 

 

 クラブリーダーシップ・プラン 

    CLP  Club Leadership Plan 
 

目的は、元気なクラブ作りのために、長期計画

委員会でクラブ運営組織構成を検討・採用して、

クラブの活力の再生と活性化です。 

 
 

次年度職業奉仕委員会    原田 雄幸 

次年度国際奉仕委員会    桧槙 敬 

  次回掲載予定 



ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員長 丸山 謙一 

 

國永 修一  地区研修・協議会参加の方ご苦労様でした。今週の地区大会皆さんの参加お願いします。 

高城 直紀  娘が本日、みどり幼稚園に入園しました。 

田辺 浩爾  長男が中学生になりました。 

屏  正隆  後 1か月でゴールド免許証になるはずでしたが、昨日道路交通法違反でその目標が絶た

れました(T_T) また一からやり直しです。頑張ります！ 

渡邊 剛   早退します。ニコニコします。 

松本 聡   次男が小学校に入学しました。 

山口 勝弘  桧槙さんの研修会の報告を聞いて、大変うれしく思いました。 

竹部 武男  遅刻しました。井手口さんありがとうございました。 

杉坂 正徳  拡大・会員増強頑張ります。次男が中学生になりました。 

井手口貞治  ニコニコします！！ 

原田 雄幸  地区研修・協議会に参加しました。 

鈴木 公利  地区研修・協議会、皆様と参加出来ありがとうございました。 

松田 博文  孫が「みどり幼稚園」を無事卒園することが出来ました。高城園長先生には 3年間大変

お世話になりました。 

高城 雅春  お子様の入園・入学おめでとうございます。 

桧槙 敬   地区協議会に出て研修を受けてきました。 

丸山 謙一  下関海峡ウォーク大会に参加しグリーンモールで飲みました。最高のご褒美です！ 

    ※3月度の理事会のお釣りです！！ 

集計 25,000円       累計 653,340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 5月 2日→休会 

        5月 23日→「花壇整備」早朝例会 

        5月 30日→「親睦旅行」移動例会 

 

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 5月 3日→休会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ 5月 4日→休会 

        5月 11日→夜間例会「つつじ鑑賞例会」 

                18:30～ 築上館 


