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例会予定 

8月 16日→休会 

8月 23日→夏期短期韓国研修報告会 駐車場〇 

8月 30日→夜間移動例会 R財団 

       「源さん」 18：30～ 

9月 6日→広報 IT        駐車場〇 

 9月 13日→R情報        駐車場〇 

 

 

 

 

              

 

日本一の鮎やな  

（宮崎） 

                松田会員 撮影 

           

 

 

■地区・第１G・行事予定 

8月 17日→第 1グループ会長幹事会 

8月 23日→8月度理事会 18：30～ 三原文化 

 8月 26日→第一グループゴルフコンペ 

9月 24日→美夜古青年会議所創立 50周年 

■ ＩＡＣ 

 8月 26日 愛は地球を救うチャリティ募金活動 

        サンリブエル 苅田  9：30～15：00 

■ 事務所 お盆休み  ８月１３日～１６日 

本日のプログラム <第 2007 回例会> 
    

原公克 会員拡大・増強委員長   
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第 2006 回  例会記録 ＜ 2018 年 8 月 2 日＞  

 

会長の時間  会長  片岡 孝市 

今年は台風の当た

り年でしょうか、地区

のロータリー行事等

が消化できない事態

が続いています。苅田

工業高校インターア

クト部は、無事に帰国

したものの、新世代奉仕委員長、屏さんは心配

されたことでしょう。新世代奉仕委員会の皆様 

本当にお疲れ様でした。 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間とな

っております。「世界を変える行動人」キャン

ペーンでロータリーのストーリーを伝えていま

す。 

「入会や支援への関心を生み出し、現会員の活

動意欲を高めるため、ロータリーは 2011年、公

共イメージと認知度の向上を目指す本格的な取

り組みをはじめました。その一環として、「ロ

ータリー」というブランドを明確に定義する試

みが行われ、ロータリーのエッセンス（本質）

が次のようなものであることが確認されました。

ロータリーとは、さまざまな国や文化、職業の

リーダーのネットワークであり、世界や地域社

会の問題に取り組むために交流を通じてアイデ

アを広げ、世界中の地域社会に変化をもたらす

ために行動する組織である。このエッセンスを

念頭に広報やメッセージ発信に力を入れてきた

おかげで、世界におけるロータリーへの認知度

は、2012年の 60％から 2015年の 75％にまで高

まりました。しかし、最近の調査で、ロータリ

ーがどんな団体で、どんな活動をしているのか、

他団体とどう違うのかを理解している人が未だ

に少ないという現状が明らかになりました。地

元クラブの活動はおろか、世界的なポリオ撲滅

活動さえも一般にはあまり認知されておらず、

実際、回答者の 60％近くが地元にロータリーク

ラブがあることを知りませんでした。 

ロータリーへの理解をさらに深め、強いブラ

ンドを築くという課題が浮き彫りになった今、

ロータリーは、次のステップとして新しい公共

イメージキャンペーン「世界を変える行動人」

を立ち上げました（このキャンペーンは、全世

界でロータリーのストーリーを生き生きと伝え、

認知と理解を高めることを狙いとしています。 

「世界を変える行動人」キャンペーンは、価値

観を表しています 

（親睦）ロータリーで私たちは生涯にわたる友

情を育んでいます 

（高潔性）約束を守り抜きます 

（多様性）多様な考え方を取り入れます 

（奉仕とリーダーシップ）リーダーシップと職

業の専門知識を生かして 地域社会の問

題に取り組んでいます 

ロータリーのストーリーは今も昔も変わりま

せん。ロータリーの未来を決定づける上で重要

なのは、それを多くの人びとに、しかも一貫し

た方法で伝えていくこと。ロータリーのイメー

ジに統一感をもたせ、心に訴えかけるボイスを

用いることによって、世界で高い評価を受けて

いる組織としてのロータリーを、次世代に引き

継いでいくことができます。 

 

幹事報告  幹事  高橋 功吉 

・西日本豪雨被害義援金を 2700地区ガバナー事務

所から取りまとめて他の被災地区に支援すること

になりました。当クラブは一人 2,000円の義援金

を 8月の会費に加算して請求いたしますので宜し

くお願いします。 

・岡野ガバナーより先日のガバナー公式訪問のお

礼状が届いています。 

・RI2700地区青少年奉仕委員長から青少年奉仕活

動の熱中症注意。熱中症の対策と配慮のお願いが

届いています。 

 

               

 お元気ですか！ 

よろしく！ 

 お久しぶり！ 

 



会計報告  

 

2017 年～2018 年度 会計 角田 成弘 

～別紙配布資料参照～ 

2017～2018年度の会計監査にあたり、収入・支

出に伴う諸帳簿及び預金通帳等を審査した結果、

何れも正確かつ適正であることを報告します。 

監査  高城 雅春 

 

今年度の予算  

『ガバナー公式訪問資料予算参照』 

            幹事 高橋 功吉 

 前年度との違いは、収入に R財団から 10月の高

城山の看板設置等の補助金が支給されること 

支出は、例会に出席をすることを重視するため皆

勤賞の予算を増額。また、青少年奉仕委員会の第 7

回全国インターアクト研究会・地区インターアクト

年次大会には、ロータリアン・IAC生徒が多く参加し

てもらう計画をしていますので、増額予算を計上。

地区大会が、北九州ソレイユホールで開催されるの

で、終了後慰労会の予算を計上しています。 

 

パンジープラザの例会時駐車場について  

 

乳幼児健診がある日は、グランドに駐車して下

さい。例会で SAAより次週の駐車場使用について

連絡いたします。（例会予定の駐車場の欄参照） 

※グランド駐車時の徹底事項として下記、図面通

り奥に駐車する事を徹底願います。乳幼児や産後

のお母さんの負担を軽減させたいとの子育て支援

課の強い要望です。ロータリーの寛容の精神でご

協力をお願い申し上げます。尚、ナフコの駐車場

の使用は今年度も許可を頂いております。 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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 

 

近隣クラブ例会変更  

 

行橋みやこＲ Ｃ  8月 15日→休会 

          9月 12日→移動例会 

里山ビオトープ「くまわりファーム」 
 

田 川 Ｒ Ｃ  8月 15日→休会 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  8月 14日→休会 

          8月 21日→25日 移動例会 

「24時間ＴＶ募金活動」13：00～ 

          8月 28日→公式訪問クラブ協議会 

9月 4日→ガバナー公式訪問 

9月 25日→夜間月見例会 
 

豊 前 Ｒ Ｃ  8月 16日→休会 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  8月 17日→休会 

          8月 24日→夜間移動例会 

 

 

 

 
 

       杉坂 R       角田 R 
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ニコニコ BOX  

 

親睦活動委員会委員   廣田 琢磨 

 

片岡 孝市  松田さん写真有難うございます。 

高橋 功吉  角田さんお疲れ様でした。 

角田 成弘  誕生プレゼント有難うございました 

杉坂 正徳  誕生プレゼント有難うございます。

仕事で早退します。 

竹部 武男  山口の滝部温泉の販売店を買い取り

ました。 

高城 直紀  早退します。 

矢野 強   角田さん 卓話ご苦労さん、何度も

出席を確認してごめんなさい。 

松本 聡   松田さん写真有難うございます。 

平田 弘作  ニコニコします。 

  
 

  

 

例会出席とメークアップ  

 

メークアップ（Make-Up） 

 

ロータリアンには例会に出席する義務がありま

す。ホームクラブに出席できないときには、他の

クラブの例会やロータリーのその他の会合に出席

するメークアップという方法で、通常の例会欠席

を補うことができます。また、所属クラブのプロ

ジェクトに参加することによっても出席となりま

す。最近では Eクラブの誕生でＩＴ環境が整った

場所では、いつでもどこにいてもメークアップが

出来るようになりました。 

例会に欠席の場合はその例会の前 14日、または

後 14日以内に、他のどこかのロータリークラブ例

会、またはクラブ理事会によって承認されたクラ

ブ奉仕プロジェクトに出席することで、その欠席

を補填することができます。 

              『今日からロータリアン』 

  

☆近隣クラブや旅先で他クラブの例会に出席・ロー

タリーの研修会・ＥクラブやＩＡＣの例会の行事に

参加されるとメークアップになりますので、出席さ

れた方は、事務所に連絡をお願いします。 

出席委員会委員  原 公克           

8月2日 出席31名 メークアップ１名 修正出席率83％                              
 

メークアップ 

8月 3日 八幡西 RC 鈴木 R 

8月 4日 R財団補助金セミナー 長江 R 鈴木 R 

8月 6日 小郡 RC 鈴木 R 

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

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ４週 

８/２ ８/９ ８/２３ ８/３０ 

1 青木 政憲 欠    

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 〇    

6 壁屋 好惠 〇    

7 片岡 孝市 〇    

8 官見 敦司 〇    

9 木部 義憲 欠    

10 沓脱 壽 〇    

11 國永 修一 〇    

12 杉坂 正徳 〇    

13 鈴木 公利 ◎    

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 欠    

20 長江 三郎 〇    

21 原田 雄幸 〇    

22 原 公克 〇    

23 桧槇 敬 〇    

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 〇    

33 矢野 強 〇    

34 山口 勝弘 〇    

35 結城 吉絵 欠    

36 渡邊 剛 〇    

 出席率 83％    
 


