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例会予定 

7月 20日（木） 決算報告・予算報告  駐車場〇 

7月 27日→31日（月） 善明女子高校歓迎夜間例会 

             18:30～ “源さん” 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

8月 5日（土） 会員増強セミナー 

9月 2日（土） R財団地区補助金セミナー 

■ＩＡＣ  

善明女子高校来日 

8月 1日（火） 苅田工業高校 IAC合同例会 

8月 3日（木） 交流事業（書道他） 

 

 本日のプログラム <第 1958回例会> 

    委員会活動方針 
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＜第 1957 回 例会記録 ＜2017年 7月 6日＞ 

会長の時間  会長  鈴木 公利 

会長の時間の前にひ

とことお見舞いを申し

上げたいと思います。 

昨日より降り続いた豪

雨で、福岡県には特別

警戒警報が発令され、皆さまもご承知の通り、

県内南部、特に朝倉市周辺地域では、甚大な被

害に見舞われ大勢の住民の方が避難を余儀なく

されています。朝倉市周辺は、前年度ガバナー

を輩出した甘木ロータリークラブの方々も多い

と伺っております。地区でも、いずれ今回の豪

雨被害にあわれたクラブに対し、義援金を募る

案内が参ると思いますので、皆様のご理解とご

協力をお願い致します。 

これから 1年間会長の時間を使わせて頂くに

あたって、その内容と、目的について調べてみ

ると、ロータリー章典の「会長の役割」の中に

触れられていました。そこにはクラブ会長は例

会で、5分間程度の「会長の時間」をもち、ロ

ータリー全般に関わる情報を提供することが推

奨されるとありました。「会長の時間」は会長、

会員にとっても、ロータリーの活動を知る上で

重要な時間、また、会員のロータリーへの参画

意識が高まるような内容も求められると思いま

す。私もこの一年間は、こうした点を踏まえ、

私のロータリーに対する思いもお伝えできれば

と思っています。 

幹事報告   井手口 貞治 

・只今、ロータリーの事に携わって

いろいろと勉強させていただいて

います。1年間宜しくお願いします。 

・今年度、期末あたりに苅田ロータ

リークラブ例会2000回を迎えます。

例会 2000回記念を開催したいと思います。テーブル

の上に置いていますカンに今から少しずつ貯めて何

かできないか考えていますので、ご協力宜しくお願

いします。 

お客様   無 

  2017-18年度 役員 

会長 鈴木 公利 

幹事 井手口 貞治 

SAA 別府 吉範 

ソングリーダー 
松本聡 

 

五大奉仕委員会 

 

クラブ奉仕委員長 片岡孝市 

職業奉仕委員長 原田雄幸 

社会奉仕委員長 高城直紀 

国際奉仕委員長 桧槙敬 

青少年奉仕委員長 高橋功吉 

委員会報告 

     IT・週報委員長 丸山 謙一 

■会長の時間、卓話の原稿はＤＡＴＡ（ｗｏｒｄ）で

提出して頂くようにお願いします。 

■外来卓話の場合は担当委員会が責任をもっ

てｄａｔａ（ｗｏｒｄ）で提出するようお願いします。 

プロジェクター使用の場合は記載する画像と文章

を整理してｄａｔａ（ｗｏｒｄ）として提出してください。 

■委員会報告等はｄａｔａ（ｗｏｒｄ）或いは書面で

提出して下さい。 

 

 

    

     7月生まれ 

     桧槙 敬 

  

 



≪卓話≫   会長 鈴木 公利 

初回は、昨年入られた会員の

方が、初めて迎える新年度初め

ですので、簡単な、ロータリー

の歴史と 3年後に向える日本

ロータリー100周年記念式典についてお話しさ

せて頂きます。 

ご承知の通り、1923年 2月 23日、シカゴで

弁護士をしていたホール・ハリスと職業の異な

る 3名によって、お互いの知恵を寄せ合い、生

涯にわたる友情を培うことのできる場をつくる

ことを目的に、ロータリークラブは設立されま

した。今年で 112目を迎え、全世界で 120万人

の会員、日本でも 9万人弱の会員を擁する、世

界的規模で活動を展開する団体に成長しました。 

さて、日本のロータリーは、1920年 10月 20

日、東京ロータリークラブが米山梅吉氏を会長、

福島喜三次(キソジ RI登録名)を幹事として創

立されて、まさに 2020年の東京オリンピックの

時に、日本のロータリーは創立 100周年を迎え

ることになります。 

この東京・日本全土が祝賀ムードに沸き立つ

であろうことに合わせたのかは分かりませんが、

日本ロータリー事務局では、100周年を祝う式

典を企画していることを、この春に東京西 RCで

メイクアップした時に、その式典委員を務めら

れる方の卓話でお聞きしました。どういうこと

かというと、日本には 34地区(当 2700地区もそ

の内の一つ)があり、その地区に 1つずつ 100周

年を記念する点鐘を作成して、2020年度の各ク

ラブへのガバナー公式訪問時にこの点鐘を持ち

回りして使用し、全クラブを巡回後、東京で開

催される日本ロータリー創立 100周年記念式典

に、全国のクラブを巡回した点鐘 34個を一堂に

集めて式典に華を飾る、日本のロータリークラ

ブが参加するような企画です。3年後ではあり

ますが、会員の皆さん、そして今後入会される

であろう会員、合わせて 40名以上で、その 100

周年記念の点鐘の音を聞きたいと思っておりま

す。 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹部 R・・高橋 R・矢野 R・屏 R・杉坂 R・國永 R・・高城（雅）R・松田 R・井手口 R 

            前田 R・壁屋 R・鈴木 R   

 

近隣クラブ例会変更 

 

行橋みやこＲ Ｃ  7月 25日→夜間例会 18:30～ 

          8月 16日→休会 
 

田 川 Ｒ Ｃ  7月 19日→夜間例会 18:30～ 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  7月 25日→夜間例会 18:30～ 

 

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 

 

出席委員会  木部 義憲委員長 

7月 6日 会員数 35名：出席者 31名 

修正出席率  １００％       



 

＜ニコニコ BOX＞ 

 親睦活動委員会 幾田誠泰 委員長 

 

鈴木 公利  1年間よろしくお願いします。 

井手口貞治  今年度 よろしくお願いします。 

矢野 強   鈴木さん他役員の皆さん頑張って下さい。 

      私も始まったという思いです。 

杉坂 正徳  鈴木会長、井手口幹事、別府 SAA、1年間                 

      頑張って下さい。 

壁屋 好惠  矢野ガバナー補佐、鈴木会長、役員の方々         

      宜しくお願いします。皆出席賞戴きました。 

國永 修一  新執行部のみなさん 1年間よろしくお願い 

      します。出席 100％初体験！ 

角﨑 明美  新米ですが新年度も宜しくお願いします。 

片岡 孝市  鈴木会長、1年間頑張ってください。 

高城 直紀  鈴木会長、井手口幹事、別府 SAA、就任お 

      めでとうございます。 

高橋 功吉  皆出席賞有難うございます。ホームスティ 

      成功へ向けてご協力宜しくお願い致します。 

竹部 武男  はじめて皆出席賞をいただきました。 

田辺 浩爾  國永前会長、高城前幹事お疲れ様でした。 

      鈴木会長、井手口幹事宜しくお願いします。 

中川 賢二  嫁が 1週間いなくて、子育て大変です。 

桧槙 敬   誕生祝いをいただきました。 

福田 洋司  役員の皆さん頑張って下さい。 

屏  正隆  皆出席有難うございます。初例会おめでと 

      ございます。1年間宜しくお願いします。 

別府 吉範  SAA頑張ります。前の会費ニコニコします。 

松田 博文  矢野 G補佐・鈴木会長はじめ各理事の方、 

      1年間宜しくお願いします。 

松本 聡   鈴木会長、井手口幹事、別府 SAA 新体制 

      おめでとうございます。 

丸山 謙一  週報委員長になりました。協力宜しくお願  

      いします。 

渡邊 剛   鈴木さん、井手口さん頑張ってください。 

      今年もニコニコできるよう頑張ります。 

幾田 誠泰  先月の取切戦で優勝しました。メンバーに 

      恵まれました。有難うございます。 

 

 

       計 55,000円 

 

 

 

 

 

 

         ４，８２１円 

 

   

 

 出席表 

  

氏 名 

 1 回 2 回 3 回 4 回  

7/6 7/13 ７/20 7/31  

1 井手口貞治 〇     

2 幾田 誠泰 〇     

3 太田 春吉 ◎     

4 角田 成弘 〇     

5 壁屋 好惠 〇     

6 片岡 孝市 〇     

7 官見 敦司 ◎     

8 木部 義憲 〇     

9 沓脱 壽 〇     

10 國永 修一 〇     

11 杉坂 正徳 〇     

12 鈴木 公利 〇     

13 角﨑 明美 〇     

14 高城 雅春 〇     

15 高城 直紀 〇     

16 高橋 功吉 〇     

17 竹部 武男 〇     

18 田辺 浩爾 〇     

19 長江 三郎 〇     

20 中川 賢二 〇     

21 原田 雄幸 〇     

22 原 公克 免     

23 桧槙 敬 〇     

24 福田 洋司 〇     

25 屏 正隆 〇     

26 別府 吉範 〇     

27 前田 頴子 〇     

28 松田 博文 〇     

29 松本 聡 〇     

30 丸山 謙一 〇     

31 宮崎 芳樹 〇     

32 矢野 強 〇     

33 山口 勝弘 ◎     

34 結城 吉絵 〇     

35 渡邊 剛 〇     

36       

  100％     

〇出席 ◎メークアップ ×欠席 

メークアップ  

7月 6日 夜間例会       25名 

7月 6日 IAC          1名 

7月 8日 金先生 ハングル講座 4名 


