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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』 

 

 

   2千万円達成クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

 

例 会 

6月 1日（木） クラブ協議会      駐車場〇 

6月 8日（木） 委員会活動報告     駐車場×      

会議室 

6月 15日（木） 1年間を振り返って    駐車場〇 

6月 22日（木） 忘年会 “源さん”    

                                                                                                                            

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

2015-16年度 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会一人当たり寄付優秀クラブ 

 

■地区・第１G・行事予定 

5月 25日（木） 会員基盤向上委員会「Pandaya」 

5月 26日（金） 職業奉仕・社会奉仕委員会「三原会館」 

5月 29日（月） 親睦活動委員会     「三原会館」 

6月 3日（土） 第 4回 國永会長杯ゴルフコンペ 

6月 7日（水） 次年度各理事・委員会  「三原会館」 

6月 13日（火） 第一グループ 新旧会長幹事会 

■IAC 例会 

5月 25日（木） 16:30～ 3棟 1階 英語科教室 

6月 1日（木）       々 

 

本日のプログラム <第 1952回 例会> 

地区拡大・会員増強委員会副委員長 鈴木公利  

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


☆第 1951回 例会記録 

    ＜2017年 5月 15日 18:30～ 夜間例会＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

今期は会長として例会１００％の出席を目指し

ていましたが、２回続けての欠席をしてしまいま

した。そこで、Eクラブでメーキャップをしてき

ましたので、Eクラブについて話しをします。 

ロータリーEクラブは、基本的に通常のロータ

リークラブと変わりません。唯一の違いは、Eク

ラブが例会をウェブサイト上で行うということで、

定められた曜日と時間に例会場に行く代わりに、

一週間のうち、どの曜日や時間にも例会に出席で

きるということです。 

 すべてのロータリークラブと同様、ロータリーE

クラブは毎週例会を開き、地元や海外の地域社会

で奉仕プロジェクトを実施し、ロータリー財団を

支援し、会員同士の親睦を楽しみます。また、奉

仕に関心を寄せる会員、親睦の機会、充実した指

導者構造など、効果的なクラブとしての重要要素

も、従来のクラブと同じです。 

 Eクラブの例会は、独自のウェブサイト上で開

かれます。正式な例会時間に、クラブのウェブマ

スター またはクラブ幹事が例会の資料を掲載す

るものとされています。会員は、その週のうち、

自分に都合のよい時間にサイトを訪れることがで

きます。Eクラブの会員は、特定の主題やそのほ

かクラブに関する事柄について、チャットルーム

機能やそのほかの方法で話し合うことができます。

ただ、Eクラブ会員のプライバシーを尊重するた

め、例会の一部内容や会員のデータは、一般の閲

覧者には見られないよう保護されています。 

 すべてのロータリーEクラブは毎週の例会をは

じめ、クラブの業務や運営をオンラインで行いま

すが、中には、奉仕プロジェクトや夕食会、RI国

際大会など、年度中、さまざまな機会に直接顔を

合わせている Eクラブもあります。こうした機会

は、Eクラブ会員同士の親睦を深める手段となり

ますが、あくまで任意とされています。 

 ロータリークラブはその地域で活動する会員で

構成されますが、Eクラブでは地域に縛られるこ

となく、全世界から会員を募ることができます。

また、毎週例会場に赴くことなく例会に参加でき

るのは大きなメリットと言えますし、ロータリア

ンなら誰でも Eクラブの例会に出席して、欠席し

た例会のメークアップを行うことができます。し

かも 365日 24時間、日本にいながら世界中の Eク

ラブの例会に参加することができるため、Eクラ

ブの会員だけでなく、すべてのロータリアンにと

って魅力的な存在となっています。 

 Ｅクラブは 2010年度の規定審議会において賛

成 430、反対 85と圧倒的に採択されています 

 日本から派遣された代議員のほとんどは、この

提案に反対したようですが、世界のすう勢は賛成

にまわったようです。Ｅクラブは日本人のロータ

リー感にそぐわないという意見もあると思います

が、毎週の例会に物理的に行くことができない人

にも門戸を開いて例会出席を満たし、奉仕プロジ

ェクトに参加させようとする考え方も有り、RIは

時代に即した新たな成長を目指す施策の一つとし

て捉えるべきであると述べています。 

 私も初めて参加して違和感が拭えないのは事実

で有ります。顔も合わせず言葉も交わさず真の友

情を培うことが出来るでしょうか？しかしながら

これも時代の趨勢ということなのかもしれません。 

幹事報告    高城 直紀  

・地区から米山記念奨学会一人当た

りの寄付 優秀クラブの公益財団

法人米山記念奨学会より 2000万

円達成クラブの感謝状が届いています。 

・来月 6月に華マルシェの結城さんが入会されるこ

とになり来週オブザーバーで例会に参加されます。 

・25日次年度 IT・週報委員会。26日次年度職業奉仕・

社会奉仕の委員会を開催します。また、本日例会

終了後、5月度理事会を開催します。 

委員会報告 出席委員会委員  高城 雅春 
 

（会員数 34名） 

5月 15日例会 出席者名 25名 修正出席率 74% 

メークアップ  
5月 11日 日本ロータリークラブ     高城雅春 R 



卓話 
   青少年奉仕委員長   高橋 功吉    
 

インターアクトの歴史 

1933年 RI初代事務総長

であるチェスリー、R、ベリ

ーの意見を入れて青少年奉

仕委員会を設けた。 

1959年 RI副会長であるウィリアム、R、ロビ

ンスがメルボルン RCの指導で運営している高校

生の集まり「ボーイズ クラブ」に着目した。同

年 5人からなる特別委員会を発足させ、必要な研

究を行い理事会に報告した。こうして 1962年

（1961～62年度）理事会においてロータリーはそ

の自由意志に基づいて青少年クラブを結成し、そ

のスポンサーになってもよいというプランを採択

した。まさにインターアクトはここからはじまっ

たのです。1962年 10月 28日、メルボルン、ハイ

スクールに世界ではじめての IACが結成されまし

た。23人でのスタートでした。 

日本での最初の IACは 1963年 6月 27日に宮城

県の仙台育英高校で 100人を超える人数で誕生し

た。この IACは、当時、世界最多の会員数を擁し

ていた。この IACは誕生してすぐ清掃活動や小さ

な親切運動など様々な活動を展開し「1976～68年

度 インターアクト国際ロータリー賞」を受賞し

ました。 

定義 

奉仕と国際理解に貢献する青少年の為に、ロー

タリークラブが提唱した世界的な青少年団体で高

校に在学中の生徒、また、12～18歳までの青少年

が入会できる奉仕と交歓のためのクラブである。

若い世代が社会生活に積極的な関心を持つととも

に、指導力を培う機会となるようにロータリーが

提唱したのがインターアクトである。 

IACは、運営面で経済的に自立しており貴重な

リーダーシップやチームワークの機能を養成する

機会を多く有している。提唱ロータリーに新しい

活力をもたらすとともに奉仕の斬新なアイデアを

提起し、また、将来のロータリアンを育成する役

割も担っている。そして、RCはインターアクトの

プログラムの力を借りて若い人が責任感ある生産

的な社会の一員となるために必要な手段と技能を

身に着けることを促している。また、「青少年」

の若者に自分自身の力を試し新しい技能を開発し

人生の中で直面する問題に立ち向かうようにも促

している。 

活動内容 

インターアクトのプログラムではすべてのプロ

グラムが指導力の開発、社会奉仕、国際理解の拡

張を目指す活動を実施する。 

毎年、少なくとも 2つの主要な社会奉仕プロジ

ェクトを行い、そのうちの一つは学校または、地

域社会への奉仕、もう一つは国際理解と親善を推

進するものとする。プロジェクトを通じてインタ

ーアクターは地域社会や海外のクラブを友情のネ

ットワークを構築し、そのプロセスの中で指導者

としての技能を磨き一生懸命働くことの価値を学

ぶ。 

 

2016～2017年度 国際ロータリー第 2700地区 

地区大会 

祝ロータリー財団100周年チャリティーゴルフ大会 

  夜須高原カントリークラブ 2017年 4月 15日 

５位入賞  

田辺 浩爾 R 

 

 

   ９位入賞 

    桧槙 敬 R 



ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員長    丸山 謙一 

 

國永 修一  久しぶりの例会、少し緊張しました。 

高城 直紀  “みなと港チャリティー”イベントが大盛況。ありがとうございます。 

矢野 強   場外馬券を受け付けています。 

松本 聡   井手口さん！！お誕生日おめでとうございます。僕の結婚記念日と同じ日です。 

竹部 武男  前回の例会を欠席しました。井手口さんお世話になりました。 

田辺 浩爾  地区大会ゴルフコンペで 5位になりました。わがクラブの國永会長杯ゴルフコンペでは

優勝させていただく事にしますか！ (^^)// 

高城 雅春  早退させていただきます。 

片岡 孝市  高橋さん、青少年奉仕委員会の卓話ありがとうございました。 

高橋 功吉  つたない卓話ですみませんでした。 

官見 敦司  娘に子供が出来ました。 

桧槙 敬   久しぶりにゴルフに勝ちました！１ 

井手口貞治  誕生日プレゼントありがとうございます。 

丸山 謙一  連休の前半、釜山と慶州の山に登りましたが、後半は痛風で苦しみました。 

 ※理事会のおつりです！！ 

 

集計 24,000円       累計 729,340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 

 

 

 

 

  

☆☆５月お誕生日☆☆  

おめでとうございます！！ 

 

井手口貞治 R  

 

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ 5月 30日→「親睦旅行」移動例会 

        6月 20日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 27日→休会 

 

行橋みやこＲＣ 6月 21日→最終夜間例会 

                18:30～ 京都ホテル 

        6月 28日→休会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ  6月 29日→夜間例会「年度末懇親会」 

                18:30～ 築上館 

 

豊 前 西 RＣ  6月 16日→17/18日 忘年親睦旅行 

「ソラージュ日出｝ 

         6月 30日→休会 

 

田 川 Ｒ Ｃ 6月 7日→ホタル見例会 源じいの森 


