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＜2700地区メッセージ＞ 

『 拡がりは変化をもたらす 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  國永会長 

 
 

 

例 会 

  

7月 13日（木） 委員会活動方針     駐車場× 

7月 20日（木） 決算報告・予算報告   駐車場〇 

7月 31日（月） 善明女子高校歓迎会  “源さん” 

                                                                                                                            

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 Challenge 40 』 

 

 

 2016-17年度 

  今年度最終通常例会 

 

 

 

 

 

 

高城幹事  1年間お疲れ様でした！ 

 

■地区・第１G・行事予定 

7月 8日（土） ロータリー情報委員会 

8月 5日（土） 2017-18年度会員増強セミナー 

 

■IAC 例会 

7月 8日（木） 金先生のハングル講座 10:00～ 

※善明女子高校 IAC生徒 来日 

7月 31日～8月 3日 

 

本日のプログラム <第 1957回 例会> 

       会長幹事 離就任式 

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


第 1955回 例会記録 ＜2017年 6月 15日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

「一年を振り返って」 

早いもので昨年７月７日、苅田ロータリークラ

ブ第４１代会長に就任し、１年が経過しようとし

ています。本日が私の会長としての最後の通常例

会であります。 

就任の際にも話しましたが、会長職を受けるに

当たり、まず例会に出席できるのか？ロータリー

の勉強を怠けてきた自分に会長としての役割が果

たせるのか？などと、不安ばかりでした。 特に

例会での「会長の時間」これには頭を悩ませまし

た。しかし、今日を迎えております。なんとかな

るものですね。 

会長職をやらせていただき、毎月の理事会、各

委員会の炉辺会合と会員の皆さんと親しく話しを

する機会を多く持てたことは本当に良かったと思

います。 

例会の短い時間だけでは知らなかった、会員の

皆さんの思い、そして考え方に触れることが出来、

貴重な財産となりましたし、その中でロータリー

は先ずは親睦だと再確認できました。 

今期は「Iam苅田ロータリー」とメッセージを

掲げました。これについては皆さんは十分にその

気概を持ってロータリー活動を行っておられまし

たし、発信した私自身が苅田ロータリーの一員で

あることを再確認させていただきました。 

今まではキャリアだけは長かったのですが、ロ

ータリー活動には決して熱心とはいえませんでし

た。今も決して熱心といえませんが、色んな活動

に触れさせてもらったおかげで幾らかは理解が深

まったと思っています。 

苅田クラブは小さなクラブです。しかしながら、

老若男女バランスよく会員が存在し、そして何か

のときは一丸となってこれに当たるという良き伝

統が引き継がれています。 

私の任期は３３名の会員でスタートしました。

そして新年度すぐに唯一のチャーターメンバーで

有りました渡辺さんのご不幸により３２名にまで

減ってしまいました。しかしながら現在３５名と

いう純増２名となっております。これも偏に杉坂

会員を中心とした増強委員会そして会員のみなさ

んの努力の賜物と感謝しております。 

今年度は、４０周年記念事業が終わり一段落の

一年でありました。それでも各理事や委員長さん

には定められたプログラムを消化するにつき本当

に頑張って頂きました。 

クラブ奉仕委員会担当の鈴木副会長には多くの

委員会を束ねて頂き本当にご苦労様でした。目前

に迫った来期は鈴木年度であり、また頑張ってク

ラブを引っ張っていって欲しいと思います。 

職業奉仕担当理事の福田さん、今期は「苅田町

議会」の訪問、初めての企画でした、打ち合わせ

等ご苦労されたことと思います。おかげさまで普

段触れることのない貴重な経験をさせていただき

ました。 

社会奉仕担当の長江さん、白石の浜清掃は悪天

候のため開催できませんでした。年末恒例のチャ

リティ餅つき大会は多くの参加者に恵まれ今年も

成功裏に終われました。本当にご苦労様でした。 

国際奉仕担当の田辺さん、今期は韓国との交流

事業として１２月の訪問ご苦労様でした。その他

地区 ICS委員長の片岡さんと昼に夜に綿密な打合

せ会を重ねていただきご苦労様でした。また財団

部門につきましても優秀クラブとして地区大会に

おいて表彰を受けました。 

青少年奉仕委員会の高橋さん、この委員会のエ

キスパートとしてここ数年キャリアを積んでいた

だいております。今期は苅工生徒の夏季韓国短期

研修、３月の台湾短期研修、それに苅工インター

アクトクラブの担当として忙しく頑張っていただ

きました。高橋さんには来期も引続きの登板とな

っております、目前に迫った来期の事業でありま

す善明女子高校生徒の短期留学の受け入れ、忙し

い事と思いますがまたよろしくお願いします。 

その他、観月会は松田会員より場所を提供して

いただき楽しいひと時を過ごせました。また一泊

二日の親睦旅行、一日目は秋月、阿蘇、別府と今



までに一番バスに揺られたという貴重な経験をし

ました。二日目は臼杵へ向かい、山田屋さんでの

フグ料理と楽しい時間を共有できました。 

11月には杉坂会員のリードにより会員の奥様方

をお招きし「むつみ会」の食事会も行われました。

なんと言ってもご家族の理解がないと私共のロー

タリー活動は立ち行きません。良いきっかけが出

来ましたので今後も更なる活動を進めていただき

たいものです。 

12月恒例のクリスマス家族会はご家族の参加も

増え、今期も行橋のエルフィンにて楽しい時間を

過ごすことが出来ました。全く似合わないサンタ

クロースの扮装をさせてもらい良い経験になりま

した。 

そして、監事の高城さん、何から何まで丸投げ

した私に最後まで文句も言わず的確に対応してい

ただきました。本当に感謝しております。 

ＳＡＡの竹部さん、仕事の忙しい中、時間を調

整して頂き立派に役を全うしてくれました。感謝

にたえません。 

今まで縷々並べてきましたが、全てが会員の皆

さんのご協力により出来たものです。会長として

ただ乗っかってきただけの私はただただ感謝で有

ります。 

今期のプログラムも来週の忘年会を残すのみと

なりました。過ぎてしまえばあっという間の一年

間でした。大きな失敗無く？１年間の会長職を終

われることは皆さんのご協力と寛容な心の賜物だ

と感謝しております。来期についても鈴木会長の

下に着々と準備が進んでいるようであります。鈴

木会長は私のような不勉強な会長ではありません

し、ロータリーの勉強もしっかりとされておりま

すので安心してバトンタッチをしたいと思ってお

ります。 

最後になりましたが、私のような頼りない会長

に１年間お付き合い有難うございました。来期は

一会員として苅田ロータリーを楽しんでいこうと

思っております。皆様この１年間本当に有難うご

ざいました。 

お客様  

 

 

 

箕田政人 ガバナー補佐  安増惇夫 次年度ガバナー 

幹事報告  高城 直紀 

・韓国善明女子高校 IAC夏期短期留学生は、北

九州空港発着の飛行機で 7月 31日～8月 3日

の日程で来日します。          

例会は、27日→31日”源さん”にて夜間歓迎

例会となっていますので、会員の皆さんのご

協力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 35名） 

6月 15日例会 出席者 30名 修正出席率 86% 

6月 22日例会 出席者 28名 修正出席率 80% 

メークアップ  

6月 15日 IAC例会         高橋 R 

矢野 R・鈴木 R・井手口 R・竹部 R・屏 R・角﨑 R 

 

第 1956回 例会記録 ＜2017年 6月 22日＞ 

   忘年夜間例会 18:30～ “味処 源さん” 

         お客様 

            苅田工業高校 古谷教頭先生 

                  吉本 IA顧問教師 

 

 

 

 

              乾杯     

 

 

 

 



ニコニコ BOX      親睦活動委員会委員   片岡 孝市 

 

箕田政人（ガバナー補佐 田川 RC）大変お世話になりました。 

安増惇夫（次年度ガバナー）お世話になります。どうぞよろしくお願いします。 

織田一嘉（豊前西） 弱小クラブとしてガバナー補佐免除、大変申し訳ございません。豊前西 RCチャー

ターメンバーとして責任を感じます。（来期ガバナー補佐訪問挨拶の時ことづかる） 

矢野 強（次年度ガバナー補佐）次年度ガバナー補佐就任前のクラブ訪問です。 

 

國永 修一  １年間のお付き合い有難うございました。 

高城 直紀  つたない幹事でしたが１年間有難うございました。今となっては大変楽しかったです。 

杉坂 正徳  國永会長 １年間お疲れ様でした。５人も入会していただいたのに今期末会員３５人は、

寂しいですね。次年度４０人達成したいですね。 

山口 勝弘  國永会長、１年間ご苦労様でした。 

別府 吉範  理事の皆様お疲れ様でした。２２日の忘年会ですが、娘の誕生日なので欠席します。 

高城 雅春  出席委員長、無事に勤めさせていただきました。 

井手口貞治  ニコニコします！！ 

福田 洋司  今年度最後のニコニコなので！ 

高橋 功吉  本日インターアクト例会よろしくお願いします。 

屏  正隆  國永会長、高城幹事、竹部ＳＡＡをはじめとする理事の皆様お疲れ様でした。有難うご

ざいました。 

中川 賢二  早退します。申し訳ありません。 

田辺 浩爾  國永会長、高城幹事、１年間お疲れ様でした。早退します。 

鈴木 公利  母校が６大学リーグ優勝に加え全日本大学野球大会および大学日本一にＯＢの長嶋茂雄

さん以来５９年ぶりです。 

竹部 武男  つたないＳＡＡでしたが１年間大変お世話になりました。有難うございます。 

角﨑 明美  ２週間程足の調子が悪かったのですが、ようやく治りました。ニコニコします。 

松田 博文  箕田ガバナー補佐１年間お疲れ様でした。安増次年度ガバナーよろしくお願いします。 

片岡 孝市  会長はじめ役員の皆様１年間お疲れ様でした。 

 

集計 36,000円       2016-17年度 ニコニコ 840,340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 7月 25日→「前会長幹事慰労例会」 

                18:30～ 京都ホテル 

 

行橋みやこＲＣ 7月 19日→親睦夜間例会 

         18:30～ 京都ホテル（ビアガーデン） 

 

田 川 Ｒ Ｃ  7月 19日→夜間例会「納涼親睦会」 

        18:30～ ザ・ブリティシュヒルズ新館 

 


