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      ♪東京♪  官見敦司 R            
 

 

 

 

 

例会予定 

 

4月 12日→例会変更の為休み 

4月 19日→クラブ協議会・片岡地区委員長卓話 

               駐車場 〇 

4月 26日→地区協議会報告会 

               駐車場 × 

 

                                                                                                                              

 

 

         

 
 

   

     ♪ 糸 ♪ 松本聡 R 

                                 

 

■地区・第１G・行事予定 

4月 5日（木）→R財団 18：00～ 三原文化会館 

4月 10日（火）→ガバナー補佐会合 

4月 11日（水）→第１グループ会長幹事会 19：00～ 

         ホストクラブ：苅田 RC 

4月 18日（木）→理事会 18：30～ 三原文化会館 

4月 21日（土）→地区研修・協議会 

5月 19日/20日 →2700地区 地区大会 
 

ＩＡＣ 

4月 29日（日） インターアクト年次大会    

中村学園大学 体育館 

 

 本日のプログラム <第 1991 回例会> 

   苅田工業高校 IAC 台湾研修報告 
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第 1989 回 例会記録  ＜2018年 3 月 22日＞ 

卓話 PETS 報告 片岡次年度会長 

ＲＩ会長エレクト バリーラシンさんの 2018～

19 年度ＲＩ会長テーマ           

（Ｂe Ｔｈｅ Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ）    

インスピレーションになろう。ロータリアン一人

一人が素晴らしい

ひらめきを持とう

ということです。

ＲＩは（クラブの

サポートと強化）

（人道的奉仕の重

点化と増加）（公

共イメージと認知

度の向上）この 3

項目を追加しロータリー会長特別賞送られます。

又、ロータリーは会員組織であるから、奉仕活動を

通じてより良い世界を築きたいと願うなら、まず会

員を大切にしなければならないと呼びかけました。

更にロータリアンにとってのインスピレーションの

源の一つはポリオ撲滅であり、1988 年はポリオウ

イルスによって推定 35 万人が身体麻痺を患ってい

ましたが、2017 年に報告された症例数は 21 件に

減少今がポリオ撲滅の正念場と語り、2018 年～19

年度を野生型ウイルスによるポリオを無くすポリオ

フリーへのカウントダウンの始まりとしようと強調

しています。 

地区メッセージ（寛容と思いやり そして和の

心）が岡野ガバナーエレクトテーマです。ロータリ

ーの基本は自由、平等、クラブ間も平等です。ＲＩ

会長は、提案は出来るが、強制は出来ません。ＲＩ

会長やガバナーはクラブの上に立ち命令するもので

はありません。上から目線ではなく、下から支える

リーダーシップ、サーバントリーダーシップが役割

でありロータリーはあくまでクラブファーストであ

ります。多様な職業、年代、思考、価値観を背景と

した会員の集りであるクラブの会員を増強し高める

には、一人一人が寛容と思いやりを大切にすること

が必要です。それが心を一つにしてクラブという御

輿を皆で担ぐ力となると考えます。ワッショイの掛

け声は皆で和を背負いましょうと言うことだと聞き

ます。和の心こそロータリーの原点あるクラブを支

える原動力になります。以上の思いを込めて、（寛

容と思いやり そして和の心）を地区のテーマとさ

せていただきました。 

日本のロータリーと国際ロータリーとの違和感が

大きくなっている現在ですが、自主性を尊重するク

ラブがあって国際ロータリーがある訳で、ロータリ

ーの基本を理解し、親睦を大切に、例会を大事に

し、奉仕の基本である職業奉仕に理解を深め実践し

そこから四大奉仕へと広がって行きます。当 2700

地区では、ロータリーは時代と共に変わりつつあり

ますが、その本質は不変と考えます。我々はロータ

リーの本質に目を向け、創立以来の多くの良き伝統

を尊重し。継続していくことを地区大会で決議して

おります。 

良き伝統を尊重し維持していくための、スクラッ

プ＆ビルドが望まれる場合もあるでしょう。豊かな

経験と広い知見をお持ちの各委員長はじめ皆様の知

恵とアイデアをいただきながら、地区の発展に努め

たく考えます。以上が岡野ガバナーエレクトよる

2018 年～19 年度の目標です。 

その後、次年度地区委員委員長 5 名による卓話で

した。拡大・会員増強委員会、古賀さん。広報・Ｉ

Ｔ・会報委員会、在津さん。ここでは、各クラブに

広報委員を設置し、オンラインで地区とのやり取り

をする。会長、幹事はマイロータリーに登録するこ

と、クラブセントラルを活用、クラブの活動を地区

に上げる。ロータリー財団委員会、岩崎さん。青少

年奉仕委員会、田村さん。米山記念奨学委員会・吉

田さん。 

井手パストガバナーによる会長エレクト研修セミ

ナー講和です。クラブ会長の役割と責務。活気ある

効果的クラブとは、              

◎会員の維持・増強が図られているクラブ。   

◎成果あふれる奉仕プロジェクトが実施されている

クラブ                    

◎ロータリー財団へ積極的に取り組んでいるクラブ                    

◎クラブレベルを超えた指導者が育成されているク

ラブ 

各クラブの方針はガバナーの方針に沿って決定する

ことが好ましい                

☆ガバナー方針・地区委員会方針・クラブ会長方

針・クラブ委員会方針             

☆クラブ会長方針や活動計画は、次年度クラブの役

員と十分に協議して決定する 

クラブは国際ロータリーの定款・細則の枠内で広範

囲な自治権を持つ標準ロータリークラブ定款を採用

しなければならない。 

※参考図書類の案内※              

『わかりやすいロータリ－』          

『今日からロータリアン』           

『2016 年手続要覧』 



その後、地区幹事報告、地区会計長報告、ガバナー

事務所からの連絡事項。 

第一グループ会議 

周年、ＩＭは各クラブ全員登録で行う。6 月は新旧

会長幹事会豊前クラブ担当  

ガバナー公式訪問での各クラブでの懇親会。第 1 グ

ループでは本年度はしていません。 

ライラ地区委員要請の件。1 グループではライラ委

員会がない、経験がある田川ＲＣへ打診 

以上ＰＥＴＳの報告でした。 

 

幹事報告    井手口 貞治 

・4月 1日、豊前西 RC40周年記念式典が開催しま

す。式典会場のコマーレは椎田駅の近くです。 

・RYLAセミナーが 6月 2日～3日開催されます。 

・米山梅吉生誕 150年を迎え「米山梅吉ものがた

り」の本が届いています。 

・6月のプログラムは 

6月 14日→16/17 親睦旅行 

6月 21日→例会 2,000回記念 

6月 28日→忘年会となっています。 

 

 

 

 

 

 

岩丸川→城井川 

 

 

 

 

 

 

第 1990 回 例会記録  ＜2018年 4月１日＞ 

豊前西ロータリークラブ 創立 40 周年記念式典 

式典会場：築上町文化会館 コマーレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ2840 地区 田中久夫ガバナー 

「クラブを元気にする秘訣」 

 

祝宴会場：築上町中央公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ♫ 手に手つないで ♫ 

 

 



 

＜ニコニコ BOX＞ 親睦活動委員  前田 頴子 

 
 

鈴木 公利  片岡さん PETSお疲れ様でした。 

井手口貞治  25日の鈴木会長杯頑張ります 

竹部 武男  遅刻をしました。申訳ありません。 

松本 聡   ボーリングはワースト！でした。ニ

コニコします。 

屏  正隆  今日の増強の報告をいたします。 

桧槇 敬   幾田親睦委員長から要請がありニコ

ニコします。 

片岡 孝市  PETS報告終わりました。 

壁屋 好惠  ニコニコ苦戦中との事なので、気持

だけ！！ 

國永 修一  日曜日のゴルフ欠席すみません 

杉坂 正徳  ボーリング大会 2位でした。 

矢野 強   親睦委員の前田さんと目があいまし

たので、ニコニコします。 

廣田 琢磨  先週家族で北海道に行ってきまし

た。おいしいものを食べて 2㎏も太

りました。 

幾田 誠泰  ニコニコします！ 

 

  

       計 21,000円 累計 544,500円 

 

2,000 回例会記念積立 73,083 円 

 

 

第 3 回 鈴木会長杯ゴルフコンペ 2018 年 3月 25日 

          ゴルフ同好会幹事 幾田誠泰 

 

 

優勝  長江三郎  

準優勝 廣田琢磨 

 

 

小倉カンツリークラブにて 

 

天候に恵まれとても楽しい 1 日でした。 

結果は苦節 35 年長江三郎会員が涙の初優勝をかざ

り 6 月に行われる取りきり戦に向けて皆さんとおお

いに盛り上がりました。 

皆様のお蔭で怪我もなく終えることが出来ました。

ありがとうございます。 

出席委員会 委員      

 

 3月 22日 修正出席率 31名 84％ 

 

メークアップ 

3月 25日 Rゾーン会議  鈴木 R・杉坂 R 

4月 1日 豊前西 RC創立記念出席者 
 

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ３週 

４/ １ ４/５ 4/12 4/26 

1 井手口貞治 〇    

2 幾田 誠泰 〇 ×   

3 太田 春吉 〇    

4 角田 成弘 〇    

5 壁屋 好惠 〇    

6 片岡 孝市 〇    

7 官見 敦司 〇    

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 原田 雄幸 〇    

21 原 公克 〇    

22 桧槙 敬  〇    

23 福田 洋司 〇    

24 屏 正隆 〇    

25 別府 吉範 〇    

26 前田 頴子 〇    

27 松田 博文 〇    

28 松本 聡 〇    

29 丸山 謙一 〇    

30 宮崎 芳樹 〇    

31 矢野 強 〇    

32 山口 勝弘 〇    

33 結城 吉絵 〇    

34 渡邊 剛 〇    

35 廣田 琢磨 〇    

36  平田 弘作 〇    

37 青木 政憲     

 


