
 

 

 

             2018-2019 年度   

苅田ロータリークラブ週報 

2018 年 7 月 12 日 

週報第 1 7 3 5 号 
 

IT・週報委員会 

委員長：:丸山 謙一 

木部 義憲、渡邊 剛、 

竹部 武男、結城 吉絵 

 

 
＜創 立＞ 昭和 51年 6 月 28日 

＜例 会＞ 毎週木曜日 12：30～ パンジープラザ TEL 093-434-3641 

＜事務局＞ 苅田町京町 2-3-1 TEL 093-434-1488 FAX 093-434-6543 

e-mail kanda-rc@f4.dion.ne.jp URL:www.kanda-rc.com 

 

＜2018～2019年度ＲＩ＞   会 長  バリー・ラシン 

＜第 2700地区＞            ガバナー 岡野 正敏 

＜苅田ロータリークラブ＞     会  長：片岡 孝市 

幹 事：高橋 功吉 

ＳＡＡ：松本 聡

 

 

 

 

 

例会予定 

 

7月 19日→樋田ガバナー補佐公式訪問     

クラブ協議会 

7月 26日→岡野ガバナー公式訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

 

7月 25日（水）→広報 IT委員会 

8月 4日（土）→Ｒ財団補助金セミナ― 

 

■ＩＡＣ 

7月 26日（木）～29日（日） 

夏期短期韓国研修 （参加者：生徒 6名 引率野田先生） 

北九州空港  出発式 16：00（出発便 17：05） 

 

 

 

 

 

 

 

           

 神楽女湖（大分県） 

           松田会員 撮影 

 

 

 本日のプログラム <第 2003 回例会> 
 

       委員会活動方針 
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第 2002回 例会記録    2018年 7月 6日 

所信表明  会長  片岡 孝市 

私は平成２

１年９月に縁

がございまし

て苅田クラブ

に入会しまし

た。スポンサー

は松田さん 

田辺さんですロータリアン歴は９年弱でございます。

入会して３ヶ月を過ぎた頃でした。苅田クラブの先

輩、当時 2700 地区ＷＣＳ委員会副委員長（桧槇）

さんから（フィリピンに行きませんか）と誘いがご

ざいました。当時私はロータリーの事は右も左も分

からない状態でしたが、フィリピンへＷＣＳ委員会

の皆さんと一緒に同行させていただきました。それ

からは、毎年 3～4 回は東南アジアに行くようになり、

地区国際社会奉仕委員会（ＩＣＳ）出向も抵抗なく

入っていきました。2 年間副委員長、3 年間委員長を

勤めさていただきました。苅田クラブに入会しなけ

れば、このようなチャンスはなかった事でしょう。

昨年度の地区大会において、１５分と短い時間でし

たが卓話もさせて頂きました。入会日の順番で本年

度会長を拝命し身が引き締まる思いでございます。

感謝の気持ちを保持し頑張る所存です 

私のこれまでの 9 年間のロータリー活動は、主に

海外での人道支援を中心に活動して来ました。フィ

リピン、タイ、ネパール、フィリピンだけなら三分

の一の地域に行って奉仕活動を行いました。そこで

本年度は苅田クラブとして地元地域に奉仕活動を向

け社会奉仕委員長に全権を担ってもらい苅田クラブ

全員で心地よい汗を流す奉仕事業にと考えています。

既に社会奉仕委員会は 10 月の実施に向け行動して

います。地域の活性化、公共イメージ、会員増強の

為皆様の協力をお願いします。 

クラブ奉仕委員会 

前年度同様 4 委員会（会員基盤向上委員会、週報

委員会、親睦委員会、R 情報委員会）この組織は、

地区が奨励する長期委員会でございます。クラブ運

営において重要なポジションでありますが、副会長

の指示によりクラブが円滑に流れることをお願い致

します。 

R 情報委員会 

今年度 R 情報委員会は、一年間でクラブの卓話が

6 回と多く大変多忙な委員会と成っております。角

田地区 R 情報委員会副委員長とのマッチングで、ク

ラブの卓話をお願いします。又、3 年未満の会員の

皆様に新人研修を行ってください。 

職業奉仕委員会 

2016 年の規定審議会で、クラブ標準定款の第 2

の奉仕部門である職業奉仕部門にて追記がなされて、

事業と専門職の品位ある業務は全て尊重されるべき

であると認識しクラブとして職場訪問、新会員よる

卓話を実施してください。 

国際奉仕委員会 

苅田クラブ主管事業として、フィリピン・メトロ

カリボにおける移動図書館事業は、3 年計画で継続

中でございます。地区 ICS 委員会との連携を維持し

後 2 年間の海外支援事業を行ってください。本年度

は拠出金も￥100,000 になっています。地区ＩＣＳ

委員会から￥600,000 合わせて￥700,000 を 7

月 22 日（日曜日）からフィリピンに支援金を持参し

ます。私は苅田クラブ代表として行ってきます。 

インターアクト委員会 

現在 2700 地区インターアクト委員会は、31 校に

なり年々増加の一途をたどっています。2018－19

年度は九州 4 地区で主催する第 7 回全国インターア

クト研究会が、福岡国際会議場で開催されます。苅

田工業高等学校インターアクト部は全員、苅田クラ

ブの参加併せてお願いしてください。 

IT・週報委員会 

IT・週報委員会について委員長から近隣のクラブ

との意見交換要望ですが、手作りの週報を委員会で

の制作に、より良い週報作成にグループ内でのディ

スカッションを開催してください。近隣のクラブも

賛同しておりますので実行に移してください。 

今年度のクラブテーマ「明るく（Ａ） 楽しく（Ｔ） 

前向きに（Ｍ）」（ＡＴＭ）で積極的に例会を明る

く、楽しく、奉仕は前向きに元気なクラブ作りを目

標にと考えています。現会員数の一割増に向け行動

します。各委員会での事業内容等においても、委員

会報告の場で必ず発表していただきますようお願い

致します。（現状、プラン、予定、報告）各委員長

が苅田クラブの皆さんに伝えてください。 



会長の時間    会長  片岡 孝市 

本日は（PHS）

について、お話を

させていただきま

す。ＲＩ第 2700

地区ＰＨＳ穴井元

昭コーディネータ

ーより、書簡が届

いていますのでご

紹介させていただきます。PHS と聞いてもよく分か

らない方もおられると思います。PES（ポール・ハ

リス・ソサエティ）は、毎年 1,000 ドル以上を、ロ

ータリー財団の年次基金・ポリオプラスに寄付をし

て頂く会員組織です。2016～2017 年度の富田ガバ

ナー年度より発足し 5 年間でクラブ会員の 10 パー

セントにPHS会員になっていただこうという長期計

画です。昨年度目標達成が 15 クラブ。直前会長鈴木

さんが認証され苅田クラブの名前もPHS会員の目標

達成クラブになりました。            

『岡野ガバナーもこのプロジェクトの目標達成を

今年度の重点項目の一つにしています。それで、各

クラブの会長さんとガバナー補佐の皆さんにお願い

ですが、7月から始まる岡野ガバナーの公式訪問の際

には、できればそれまでに目標達成の目途をつけて

おいて戴きたいと思っています。岡野ガバナーにも

公式訪問の際の会長・幹事懇談会では、このプロジ

ェクトの目標達成の目途がどの程度ついているかを

話題にして頂くようにお願いしています。また、ガ

バナー補佐の皆さんは、ガバナーの公式訪問に先立

つクラブ訪問の際には、ＰＨＳ会員数がどの程度目

標値に達しているかを確認して、岡野ガバナーに報

告して頂くようにお願い致します。 

それでは、貴クラブは具体的にどうすればいいか

と言うことですが、苅田ロータリークラブの最終目

標は 4人で、岡野年度は 2人です。昨年度は１人で

したので、PHS会員を１人増やして頂ければ岡野年度

の年次目標は達成されます。すでに最終目標を達成

しているクラブは、若松、八幡西、福岡城東、博多、

甘木の 5クラブです。とは言っても、寄付の文化の

根付きが弱い当地区で、寄付をお願いするにはかな

りのエネルギーが必要です。しかし、クラブの会長

さんがその気になって会員に呼び掛けて頂けば必ず

達成できると確信しています。その際役に立つのは、 

（1）ロータリーの本質は「奉仕の心」であり、金銭

の寄付は立派な奉仕活動である（2）当地区のロータ

リー財団の年次基金に対する寄付額は、日本の 34地

区中、毎年 30番目前後である、ということをクラブ

会員にお話しいただく事をお勧めします。岡野正敏

ガバナーも PHS会員増強の目標達成を強化活動項目

の上位に置いていますので、ご協力下さるように心

からお願い致します。』    【書簡から】 

会員みんなのために何ができるのかを、常に心に

期していかなければならないと思いますので、今後

ともよろしくお願い致します。 

 

 

会長          幹事 

 

 

 

 

 鈴木公利 R→片岡孝市 R   井手口貞治 R→高橋功吉 R 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
鈴木 R・井手口 R・屏 R・國永 R・松田 R・矢野 R・壁屋 R・高橋 R・松本 R・杉坂 R 

 

 

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 



ニコニコ BOX  

親睦活動委員会委員   廣田 琢磨 

 

片岡 孝市  苅田クラブの皆様 1年間よろしくお願い申

し上げます。 

高橋 功吉  片岡会長、1年間よろしくお願いします。 

竹部 武男  娘が帰って来ます。 

原  公克  今年 1年間よろしくお願いします。 

角﨑 明美  新年度もよろしくお願いします。すみませ

ん早退します。 

高城 直紀  片岡会長、高橋幹事、松本 SAA、1年間よ

ろしくお願いいたします。 

井手口貞治  前年度はお世話になりました。有難うござ

いました。 

田辺 浩爾  片岡会長応援していますので宜しくお願

いします。 

杉坂 正徳  片岡会長就任おめでとうございます。 

屏  正隆  鈴木会長・井手口幹事お疲れ様でした。皆

勤賞有難うございました。平成 23年 1月

入会より皆勤賞が続いていますのでこれ

からも記録を伸ばします。片岡会長、おめ

でとうございます。 

鈴木 公利  片岡年度始動を祈念して！ 

松本 聡   1年間よろしくお願い致します。SAA頑張

ります！！皆勤賞有難うございました。 

青木 政憲  1年間よろしくお願いします。 

國永 修一  片岡会長、1年間よろしくお願いします。

鈴木さんお疲れ様でした。 

福田 洋司  片岡会長、よろしくお願いします。 

矢野 強   片岡丸の船出にニコニコします。 

松田 博文  片岡会長はじめ理事の方、1年間よろしく

お願いします。 

壁屋 好惠  新旧役員の皆様御世話になりました。皆勤

賞いただきました。 

平田 弘作  1年間よろしくお願いします。 

廣田 琢磨  新年度ニコニコ担当です。       

よろしくお願いします。 

 

 

 

 
 

     

 

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  

出席委員会委員   壁屋 好惠           

７月 5 日  出席 29 名   修正出席率 81％                               

 

メークアップ   

7 月 5 日 IAC：片岡 R・高橋 R・渡邊 R・木部 R・屏 R                         

7月 6日 会員拡大増強委員会：鈴木 R・杉坂 R・原 R 

 

出席→〇 メークアップ→◎ 欠席→欠                                       
 

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ４週 

7/5 ７/12 7/19 7/26 

1 青木 政憲 〇    

2 一色千恵子 〇    

3 井手口貞治 〇    

4 太田 春吉 欠    

5 角田 成弘 欠    

6 壁屋 好惠 〇    

7 片岡 孝市 〇    

8 官見 敦司 欠    

9 木部 義憲 〇 ◎   

10 沓脱 壽 〇    

11 國永 修一 〇    

12 杉坂 正徳 〇    

13 鈴木 公利 〇 ◎   

14 角﨑 明美 〇    

15 高城 雅春 〇    

16 高城 直紀 〇    

17 高橋 功吉 〇    

18 竹部 武男 〇    

19 田辺 浩爾 〇    

20 長江 三郎 〇    

21 原田 雄幸 欠    

22 原 公克  〇    

23 桧槇 敬 ◎    

24 廣田 琢磨 〇    

25 平田 弘作 〇    

26 福田 洋司 〇    

27 屏 正隆 〇    

28 前田 頴子 〇    

29 松田 博文 〇    

30 松本 聡 〇    

31 丸山 謙一 〇    

32 宮崎 芳樹 欠    

33 矢野 強 〇    

34 山口 勝弘 欠    

35 結城 吉絵 欠    

36  渡邊 剛 〇 ◎   
 


