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例会予定 

 9月 20日：廣田琢磨会員卓話   駐車場〇 

9 月 27 日→夜間移動例会 観月会 

      18：30～ 『特牛』豊津国作 

10月 4日：米山月間         駐車場 〇 

10月 11日：職業奉仕        駐車場 × 

10 月 18 日→21 日（日）社会奉仕委員会 

高城山標語・標識・入選表彰式 

 

 

 

 

              

鍋ヶ滝 小国（熊本） 

松田会員 撮影 

 

 

■地区・第１G・ロータリアン参加 行事予定 

9月 16日：第 1回 片岡会長杯ゴルフコンペ 

 9月 18日：かんだ港祭り実行委員会【高橋 R】 

9月 19日：国際社会奉仕委員会グループ会議  

【桧槇 R・片岡 R】 

9月 20日：9月度理事会 18：30 三原文化会館 

9月 24日：美夜古青年会議所創立 50周年【片岡 R】 

10月 9日：行橋 RC創立 55周年例会【片岡 R・高橋 R】 

10月 10日：第１グループ 社会奉仕委員長会議 

10月 13日：ロータリー情報委員会会議 

■ＩＡＣ 

 9月 13日（木） 例会 16：30～ 視聴覚教室 

 

本日のプログラム <第 2011 回例会> 
    

ロータリー情報 高城雅春委員長   
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会長の時間  会長  片岡 孝市 

今月のロータリー月間、基本的教育と識字率

向上と成っております。前年度ガバナー安増さ

んの年度地区大会で、2700地区国際社会奉仕（Ｉ

ＣＳ）の卓話の後でしたロータリーの友、野崎

恭子編集長さんから、フィリピン・メトロカリ

ボにおける移動図書館事業を、ロータリーの友

に掲載したいと、9月の識字率向上月間にと声

をかけてもらいましたが、渡航したのが 7月 22

日、現地入りしたのは 23日でした。帰国して写

真と４００字位の原稿を提出しましたが、９月

のロータリーの友に間に合いませんとの返事で

した。 

７月２４日フィリピン・パサイウエストＲＣ。

パサイサウスィーストＲＣ合同例会で日本から

持参したロータリーの友を片手に持って、［日

本に帰ったら移動図書館の事業を必ず掲載しま

す」と豪語してしまいました。ロータリーの友

編集長には９月が駄目なら何月でもいいから必

ず載せていただきたいと懇願しましたが、「後

悔先に立たず」とは私の事です。 

現在、読み書きの出来ない１５歳以上の人の

数は、世界に７億７５００万人。これは全世界

の成人の１７パーセントにあたります。しかも

学校に通っていない子どもは、世界に６７００

万人いると言われています。地域社会が自力で

学校を支え、教育における性差別を減らし、成

人の識字率向上を高められるような、支援をロ

ータリー財団では行われています。 

読み書きを教える事は、一生使えるスキルを

教える事です。その恩恵は、ひとり、またひと

りと地域全体に波及します・「mark Wilson」書

簡からフィリピン・メトロカリボ・スマンシア

地区の子供たちが成長していく様子を、見てい

きたいと思っています。（苅田クラブ主管事業）

３年間の支援事業総額 2,100,000円、後 1年ご

協力お願いします。 

9 月生まれお誕生日おめでとう！ 

              

              

片岡孝市 R 

 

R 財団 ポリオプラス寄付 

 

矢野強 R 

 

 

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 

卓  話  

 

広報・ＩＴ委員会委員長  丸山 謙一 
 

広報委員会の役割 

 

クラブ広報委員会は、ロータ

リーのストーリーを人びとに伝

え、クラブの奉仕活動に対する

認識と関心を高める計画を立て、

実行します。効果的な広報によ

り、地域のニーズに取り組む信頼できる団体として

のロータリーの存在感が高まります。 

クラブのイメージが向上すれば、積極的な活動へ

の会員のモチベーションも高まり、入会希望者も増

えるでしょう。委員会の主な責務は、クラブの奉仕

活動やプロジェクトに対する地域社会での認識と公

共イメージを向上することです。 



地域でロータリーをアピールする方法はさまざま

です 

・マラソン大会、リサイクル運動、募金活動などの

特別行事を開催する。  

・地元でロータリーの活動を紹介した展示や掲示を

する。  

・地元の人びとが参加できるボランティア活動やイ

ベントを実施する。  

・ロータリー徽章の襟ピンを常に着用する。  

・クラブのウェブサイトやソーシャルメディアで頻

繁に情報を発信し、クラブの活動を紹介する。  

・クラブのウェブサイト、ソーシャルメディア、地

元の掲示板に、地域と関連性のあるクラブ活動の

情報を掲載する。 

 

公共イメージと会員増強 

クラブに好印象を抱いてもらえば、入会への関心

も高まります。公共イメージと会員増強は、常に密

接な関係にあります。 

好ましいイメージづくりをクラブ会員増強委員会

と相談して対象者（一定の職業層や年齢層）を絞り、

どうすれば入会への関心が高まるかを検討してみま

しょう。また、入会候補者の目に最も留まりやすい

広報媒体は何かを考え、新会員入会を視野に入れた

具体的な広報の方法を話し合いましょう。 

 

入会への関心を高めるためにできること 

・ロータリーの公共奉仕広告を地元のメディア（ラ

ジオやテレビ）で流す。  

・異業種間ネットワークを築く機会、地域に貢献す

る機会など、クラブ入会のメリットをアピールす

る。  

・会員が生き生きと活動している様子を自治体のウ

ェブサイトや地元紙に掲載してもらい、一般から

の参加を呼びかける。  

・クラブウェブサイトに一般向けの情報を掲載し、

地元の諸団体のウェブサイトにクラブのウェブサ

イトへのリンクを挿入してもらう。 

 

メディアの関心を引く活動に力を入れる 

地域の人びとが関心を抱くような活動やイベント

を計画し、地元メディア（報道機関）の関係者を招

待しましょう。また、話題性のある例会プログラム

をクラブ管理運営委員会とともに企画し、メディア

の関心を引くような活動を奉仕プロジェクト委員会

とともに計画しましょう。 

 

メディアの関心を引くような活動 

・地域のニーズに応えるボランティア活動や最近の

話題と関連したプロジェクト 

・クラブや会員が参加した国際奉仕プロジェクト  

・地元の若者や著名人が参加したプロジェクト  

・著名な講演者を招いた例会  

・ロータリーのプログラム参加者（学友）による体

験談  

・インターアクトとローターアクトの活動  

・視覚的にインパクトのある活動  

・独創的なプロジェクトやイベント 

 

全員で取り組むことがカギ 

口コミは、クラブやロータリーのイメージを高め

る効果的な方法です。全会員が、職場や私生活など

あらゆる交流を通じてロータリーの使命と目的を紹

介し、ロータリーとその活動を分かりやすく説明で

きるようにしておくことが重要です。 

 

ロータリーの中核的価値観 

知り合いやメディアにロータリーを紹介する際に

は、ロータリー全体で力を入れている目的や価値観

に触れ、他団体と異なるロータリーの特徴をアピー

ルしましょう。  

・親睦：「ロータリーでは、生涯にわたる友情と相互

理解の心を育むことができます」  

・高潔性：「私たちは、倫理を大切にし、約束を守り

抜きます」  

・多様性：「あらゆる分野の職業人が集まるロータリ

ーでは、さまざまな専門知識やアイデアを取り入

れて、社会に役立つ活動をしています」  

・奉仕とリーダーシップ：「ロータリーでは、あらゆ

る分野のリーダーや職業人が力を合わせて、地域

や世界のニーズに応える奉仕活動を行っています」 

 

ロータリーが最優先とする活動は、世界でポリオを

撲滅することです。 

・ロータリーと協力団体の懸命な取り組みによって、

1988年以来、ポリオの発症数は 99パーセント減少

し撲滅まであと一歩のところまで近づいています。 

撲滅が実現すれば、ポリオは、人類史上、天然痘

に続いて二番目に撲滅される疾病となります。  

・撲滅活動におけるロータリーの主な役割は、資金

調達・アドボカシー活動・ボランティアの動員で

す。  

・ロータリーの会員は、これまで、122 カ国、25 億

人以上の子どもたちをポリオから守るために、12

億米ドル（約 1,200 億円）以上の資金と無数のボ

ランティア時間を捧げてきました。  

 

ロータリーは、革新的なパートナーシップを通じて、

活動の効果を最大限に高めています。 

・ロータリーの活動では、地域社会の参加、測定可

能な目標の設定、持続可能かつ最大限の成果を重

視します。  

・ロータリーは、同じ人道的目標を掲げる主要団体

や組織とパートナーシップを結び、世界各地で、

疾病や非識字の問題、母子の健康の改善、清潔な

水の利用、貧困と紛争を減らす活動に取り組んで

います。 



 

ニコニコ BOX  

 

親睦活動委員会委員  一色 千恵子 

 

片岡 孝市  誕生日お祝い有難うございました。 

高橋 功吉  丸山さんお疲れ様でした。 

松本 聡   ８月２４日で、こころ整骨院３周年

を迎える事ができました。５年目を

目指し頑張ります。 

竹部 武男  遅刻しました。 

官見 敦司  早退します。 

丸山 謙一  卓話有難うございました。 

平田 弘作  ニコニコします。 

壁屋 好惠  本日の週報の表紙マッターホルンに

連れて行って戴きました。 

鈴木 公利  前年度矢野ガバナー補佐を囲んで第

１グループ会長幹事OB会を昨日開き

楽しく過ごさせていただきました。 

井手口貞治  着物 BAR秋月 よろしくお願いいた

します。 

田辺 浩爾  一色会員がニコニコ初担当との事、

頑張って下さい。 

杉坂 正徳  ９月１１日 炉辺会合よろしくお願

いします。 

一色千恵子  先日のチャリティで、募金している

孫の写真を朝日新聞に載せていただ

きました。良い記念になります 

。  

 

 

近隣クラブ例会変更  
 

行橋みやこＲ Ｃ  10月 17日→樋田Ｇ補佐Ｃ協議会 

          10月 24日→岡野Ｇ公式訪問 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  9月 25日→夜間月見例会 

          10月 9日→創立 55周年夜間例会 

          10月 23日→27日 移動例会 

              「ホタルプロジェクト」 
 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  10月 12日→樋田Ｇ補佐Ｃ協議会 

          10月 26日→岡野Ｇ公式訪問 

 

豊 前 Ｒ Ｃ  9月 27日→職場訪問 恵光園 

 

田 川 Ｒ Ｃ  9月 26日→芸術文化体験事業 

10月 10日→早朝例会 

 

出席委員会副委員長  山口 勝弘           

９月６日 出席数３０名  出席率８３％  

                             

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

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ４週 

９/６ ９/１３ ９/２０ ９/２７ 

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 〇    

5 角田 成弘 欠    

6 壁屋 好惠 〇    

7 片岡 孝市 〇    

8 官見 敦司 〇    

9 木部 義憲 〇    

10 沓脱 壽 〇    

11 國永 修一 欠    

12 杉坂 正徳 〇    

13 鈴木 公利 〇    

14 角﨑 明美 欠    

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 〇    

22 原 公克 〇    

23 桧槇 敬 欠    

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 〇    

35 結城 吉絵 欠    

36 渡邊 剛 〇    

 出席率 83％    
 


