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例会予定 

8月 31日（木）拡大・会員増強委員会  駐車場×  

（会場設営：前田・竹部・渡邊・官見） 

9月 7日（木）MyRotaryの説明（丸山 R）駐車場〇  

（会場設営 宮崎・片岡・國永・結城） 

9月 14日（木）R情報         駐車場× 

（会場設営 幾田・高城直・桧槙・福田） 

9月 21日→23日（土） 社会奉仕イベント 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 
 

8月 27日（日） 第一グループゴルフコンペ 

9月 2日（土） R財団地区補助金セミナー 

9月 9日（土） R情報委員長会議 

9月 21日（木） 9月度理事会 三原文化会館 

 

■ＩＡＣ  

 8月 26日/27日  24時間 TV募金 9:30～15:00 

             サンリブ エル 苅田 

   

  本日のプログラム <第 1962回例会> 

    安増ガバナー公式訪問 
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＜第 1961回 例会記録  ＜2017年 8月 10日＞ 

会長の時間  会長  鈴木 公利 

善明女子高等学校ホームステ

ィでは、高橋青少年奉仕委員長を

はじめ、委員のみなさん、そして

片岡、松本会員とご家族には大変

お世話になり有難うございます

した。後ほど高橋委員長よりご報告があると思い

ますが、私からは、竹部会員のご尽力により、町

長の表敬訪問を行った際に朝日新聞の取材を受け

て、翌日の地方紙面に写真入りで記事の掲載をし

て頂いたことをご報告します。竹部さんありがと

うございました。これで、今年度のガバナーメッ

セージ「拡がりは変化をもたらします」の 3つの

拡がりの１つ、ロータリーの公共イメージと認知

度の向上を実践できたと思います。 

もう１つの拡がりに繋がるイベントがありまし

た。８月５日に開催された、というか、もう 1つ

のロータリーでの私のミッションからすると、主

催した、になりますが、地区の「会員増強セミナ

ー」です。苅田からも、ガバナー補佐として本日

お見えの矢野さん、本日欠席ですが片岡クラブ奉

仕委員長、地区委員でもある杉坂さん、井手口幹

事が出席。ガバナー、パストガバナー３名をはじ

め６１クラブから総勢２００名を超す参加者とな

りました。 

当日、基調講演でお招きした 2840地区田中ガバ

ナーは、高崎 RC会長時代 51名の増員を行ない、

現在も会員 120名を超す会員を誇るクラブにされ

た、関東地区のロータリーの間では「51名増員し

た伝説の会長」と言われている方です。田中ガバ

ナーについては、本日お配りしているロータリー

の友 8月号後ろから開いた 9ページの「クラブ訪

問」のコーナーに高崎クラブの紹介があり、田中

ガバナーの写真も掲載されていますので、ロータ

リーの義務の一つを果たす意味で是非、お食事後、

例会再開までの時間に、ちらっとだけでも目をお

通し願いします。 

その内容については、31日に当日セミナーの司

会をされた杉坂地区委員に卓話をして頂きますが、

田中ガバナーは、会員増強で会長が実行すること

をいくつか挙げられましたが、そのうちの一つ、

「例会では必ず会員増強にかかわる話しをする」

これを必ず実行しますので、皆様方には、会長の

時間に耳を凝らして、確認して頂きたいと思いま

す。 

さて最後に、残ったもう 1つの拡がり、奉仕の

拡がりですが、来月、社会奉仕活動の清掃活動が

予定されておりますので、高城委員長、委員会の

皆様によろしくお願いします。 

例会後のクラブ協議会では、矢野ガバナー補佐

にクラブの現状と今年度の活動計画を各委員長よ

り説明して頂きますのでよろしくお願いします。 

幹事報告   井手口 貞治 

 公式訪問資料に追加ページを挿んでいます。 

 例会 2000回記念積立金 1万円を超えました。 

 反田さんの入会の推薦が通過しました。 

 次年度副幹事が高橋功吉Rに決定しました。 

 24日のガバナー公式訪問の服装はブレザー

にノーネクタイです。 

 8月の会費は、各自申出の九州豪雨義援金と

の合計です。事務局にお尋ね下さい。 

 

卓話     

第一グループガバナー補佐  矢野 強 

皆さんこんにちは、いよいよ補佐としての役目

が始まりました。ロータリーには私も 30年在籍し

ていまして地区協議会なるものにも何度も出席し

ました。今期のガバナーはその席上で自分の思い、

方針を 80分にわたって述べられました。私の記憶

の中にはこのような経験はありません。私は昭和

62年入会でして私が入会しました頃にはロタキチ

とか小堀憲助さんが主宰されていました。「千種

会」という言葉を耳にしていましたが現在ではど

うでしょう。もう死語に近いですかね。 

1905年荒れたシカゴで出発したロータリーもそ

れから 112年。いろいろロータリー哲学と言われ

るような理論を戦わせながら倫理観という哲学を

大切にしながら来たわけです。現在ではロータリ

ーアンには倫理観は十分に備わっていてそのこと

をどうのこうのという時代は終わったという前提

で進んでいます。今期の RI会長はロータリーを世

界の冠たる人道的奉仕団体と位置づけて世界のロ

ータリークラブに２５の項目を要求されました。



その内容は 7月のガバナー月信の中にあります。

そのことを踏まえて我々2700地区の安増ガバナー

は「３つの拡がり」というテーマを掲げられまし

た。ロータリーでは各クラブが独自性をもって活

動してもよいと言いながらも RIの方向を向いて

RIの要求にもこたえて欲しいというのが本音だと

思います。今期の安増ガバナーは RIのなかでの役

員という立場も考えられて自分の方針を出された

と思います。ガバナーの思いは 2700地区の 61ク

ラブが元気になって欲しい、魅力あるロータリー

活動地区になって欲しいとの一念です。ところで

私の役目は各クラブの永年の活動をガバナーの意

向とどう結びつけるかということかなと考えます。 

①会員の拡がり、いわゆる増強 

50名以上のクラブは純増 2名         

50名未満のクラブは純増 1名の目標達成 

職業分類に今一度目を通すのもよいかもしれま

せんし、新会員の加入があればその周りにも適任

者がという模索の方法もありましょう。この目標

達成にどのような取り組みをするか検討をお願い

します。 

②奉仕活動の充実 

永年の活動の中で継続事業もありましょうし、

お止めになった事業も有るでしょう。今のクラブ

総意での活動を大切にしていただきたいと思いま

す。その中でロータリー財団活動資金を利用でき

るものはないでしょうか。そういうこともクラブ

内で検討して欲しいと思います。また現実に動い

ていますロータリー財団の事業にも目を通してい

ただき当クラブに合ったヒントになるような活動

がないかなども検討して欲しいと思います。大い

にロータリー財団補助金を使うことを検討して欲

しい。このようにして自分たちが使うことで寄付

行為の高まりが生まれればそれは結構なことだと

思います。 

③ロータリーの広報活動 

内に秘めた活動から外に向かって発信しようと

いう動き。決議 23-34C項にも「宣伝をその主たる

目標にしてはならないが正しい広報は行われるべ

きである。」とあります。ロータリー活動が地域

社会に正しく認知されるような広報活動に目を向

けてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 所見 

長い間会員としてやっていましてクラブの活動

内容も十分に知っていますし、取り立てておしゃ

べりすることはありませんが役目として強いて述

べることとします。 

まず増強関係ですが、今期も杉坂委員長に精力

的に動いていただいています。今期の鈴木会長テ

ーマの 40名は達成できるのではないかと期待し

ています。 

次に奉仕関係ですが、昨年の海岸清掃を中止し

て新しい試みを求めていただいているようです。

できれば地域にアピールできるようなことを発案

できればと期待しています。また財団、ICS方面

では片岡地区委員長と桧槙さんが積極的に地区の

活動に参加していただいています。願わくば苅田

クラブに財団の補助金を使っての活動の方向づけ

が出来ればと思います。まずは国際奉仕委員会で

検討していただき来期につなげるような動きをし

ていただき、とにもかくにも財団活動の足掛かり

の一年にしていただければと思います。 

次に広報関係ですが、今は竹部さんの方で対外

広報に力を入れていただいているように思います。

苅田クラブも私が入会したころは行橋市役所の記

者室と交流があったのを覚えています。いつから

かそれはなくなりました。第一グループでは記者

室と交流を持っているところもあるようです。そ

れがすべてではないですけどね。広報活動にも是

非力を入れて欲しいと思います。 

最後になりますが新会員のオリエンテーション

的な事また今期の後半には長期計画委員会の立ち

上げを是非お願いします。



＜ニコニコ BOX＞ 

 親睦活動委員会  田辺 浩爾 委員 

矢野 強ガバナー補佐 

補佐としての第 1回目の卓話です。 

有難うございました。 

鈴木 公利 先日行橋ロータリークラブに卓話に行

って来ました。お礼をニコニコします。 

井手口貞治 矢野ガバナー補佐、本日は有難うござ

いました。 

壁屋 好惠 矢野ガバナー補佐公式訪問有難うござ

いました。 

國永 修一 風邪の後 1ヶ月体調が戻りません。 

竹部 武男 善明女子高校の苅田町長表敬訪問を取

材することが出来ました。 

高城 直紀 腰痛には、“こころ接骨院” 

丸山 謙一 ガバナー補佐有難うございました。 

松本 聡  矢野ガバナー補佐本日は有難うござい

ました。ホストファミリー楽しい時間

を過ごすことが出来ました。 

松田 博文 高橋 IA委員長大変お疲れ様でした。矢

野ガバナー補佐宜しくご指導下さい。 

福田 洋司 ガバナー補佐、宜しくお願いします。 

桧槙 敬  ガバナー補佐、有難うございました。 

田辺 浩爾 矢野ガバナー補佐の来訪いただき有難

うございました。 

角﨑 明美 善明女子高校受け入れお疲れ様でし

た。夜間例会予約有難うございました。 

高橋 功吉 善明女子高校の訪日のお手伝い有難う

ございました。 

杉坂 正徳 誕生祝い 有難う         

ございました。8月         

29日（ヤキニク）で         

53歳になります。 

角田 成弘 誕生日お祝い有難う         

ございました。 

 

    計 47,000円     累計 125,000円 

 

2,000回例会記念積立  11,448円 

 

近隣クラブ例会変更 

行橋みやこＲ Ｃ  9月 6日→移動例会 
 

田 川 Ｒ Ｃ  8月 30日→夜間通常例会 19:00～ 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  8月 29日→納涼例会 18:30～  
 

豊 前 Ｒ Ｃ  9月 21日→観月会 18:30～ 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  9月 8日→11日 観月会 18:30～ 

出席委員会  木部 義憲 委員長 

8月 10日 会員数 35名：出席者 28名  出席率 80％   

メークアップ                           

8月 23日 第 1G社会奉仕委員会議 杉坂 R 

 出席表 

 

  

氏 名 

 1 回 2 回 3 回   

８/10 8/24 8/31   

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 ◎     

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 ×     

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 ×     

32 矢野 強 〇     

33 山口 勝弘 ×     

34 結城 吉絵 ×     

35 渡邊 剛 〇     

  80％ ％ ％ ％  

〇出席 ◎メークアップ ×欠席 


