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本日のプログラム＜第２０８０回例会＞

一年を振り返って
次回の例会
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第 2078 回例会記録＜2 月 27 日＞
「ロータリーボランティアの価値」

会長の時間

前田

頴子

です。ジョン・ヒューコ国際ロータリー最高執行責

国際ロータリーとジョンズ・ボブキンス大学市民

任者、事務総長は「ボランティア活動の幅広い価値

社会研究所によるレポートによるとロータリー会員

をより良く理解することで、あまり価値が評価され

による 1 年間のボランティアの価値は 8 億 5000 万

てこなかったボランティアというリソースをさらに

ドルと推定されています。ロータリー会員が多くの

動員し、将来に向かって成長していくことが出来る

時間をボランティアに費やしていることは驚くべき

でしょう」と述べています。8 億 5000 万ドルを 120

事ではありません。新しいレポートでこれらのボラ

万人で割ると 708 ドルです。4700 万時間を割ると

ンティア時間がもたらすインパクトの時間が浮き彫

40 時間です。私達一人一人のロータリアンが平均し

りになりました。調査結果から 1 年間のボランティ

てボランティアに費やしている時間と金額を知れば

ア時間は 4700 万時間に上ると述べています。経済

活動の価値

的に分析したその金額は年間で 8 億 5000 万ドルに

が見えてく

なると推定されました。ボランティア奉仕とは単に

ると思いま

「よいことをした」と感じるための活動ではなく国

せんか？

連の持続可能な開発目標を達成するための力強い方
法でもあるのです。今回レポートはロータリーのイ
ンパクトを測定し、それを高めるための最も革新的
なツールを利用する取り組みの足掛かりとなるもの

幹事報告
・5、6 月度の会費は例会が休会していたため 4000 円マイナスの
13000 円、シニアメンバーズシップは 5000 円となっています。

・2020-2021 年度地区国際奉仕委員会、副委員長に片岡会員、
地区委員に桧槇会員、平田会員が承認されました。

ご結婚おめでとうございます！

廣田会員は
「令和 2 年 2 月 22 日
2 時 22 分に入籍しました。今まで
シングルファーザーで頑張ってい
たので参加できなかったロータリ
ーの行事もこれからは積極的に頑
張れます。結婚祝いをありがとう
ございました。
」と嬉しそうに話し
ました。温かい家庭を築いて末永
くお幸せに。

45 周年記念事業について

杉坂会員、井手口会員、屏会員
苅田中学校の PTA 会長をしています
が子供達の環境の問題をよく耳にしま
す。不登校や親のネグレクト、様々あり
ますが、犯罪被害の件数が増えている事
に驚きます。そういった面で我が苅田ク
ラブがしてきた防犯カメラ設置の活動は
有意義であったと言えます。また、来年
度の活動が町の為になることを期待して
います。

今回、45 周年記念事業に関してのアン
ケートをお配りしています。来年のプロ
ジェクトの案をそれをもとに練ってい
こうと思いますので、些細な事でもかま
いませんのでアイデアを書きだしてい
ただけたらと思います。来年に向けて頑
張っていきたいと思っていますのでご
協力をお願いいたします。

来年度のロータリー財団補助金の申請
をし、いよいよプロジェクトの内容を 3
月末に提出する事となりました。2019 年
度の防犯カメラ設置は大成功に終わりま
したが、来年度ももっと充実した奉仕活
動が出来るようにと思っています。来年
は苅田クラブのＩＭがあり、45 周年記念
があります。私も精一杯頑張りますので、
皆様の協力を頂きたく思います。

インターアクト例会
2/27 に苅田 IAC 例会があり、2/11 の六校合同例会で
の活動報告、反省等を話し合いました。
コロナウイルスの影響で台湾研修がなくなり残念ですが
今、出来ることを頑張りたいと思います。
ロータリアン出席

/ 屏会員、高橋会員

ニコニコ BOX

親睦活動委員会委員 一色

千恵子

古賀ガバナーエレクトより 5/23 にミーティングが行われた際、ニコニコを頂きました。
前田

頴子

廣田さん、おめでとう。

原

公克

理事会、懇親会お疲れ様でした。廣田さんご結婚おめでとうございます。

山口

勝弘

高校後輩の廣田君が結婚することになりました。良かったですね。おめでとうございます。

廣田

琢磨

結婚祝いありがとうございました。

井手口貞治

45 周年記念事業、ご協力よろしくお願いします。廣田さんおめでとうございます。

河内山秀一

廣田さんご結婚おめでとうございます。4 年間のシングルファーザーお疲れ様でした。ニコニコし
ます。

杉坂

正徳

松本

聡

屏

正隆

母の通夜、告別式の弔問いただきありがとうございました。
廣田さんご結婚おめでとうございます。
廣田 SAA 結婚おめでとうございます。アンケートのご提案ありがとうございました。

渡邊

剛

廣田さんご結婚おめでとうございます。お幸せに!

片岡

孝市

2 週間ぶりの例会です。廣田さんご結婚おめでとうございます。

壁屋

好惠

廣田会員ご結婚おめでとうございます。

★★★ＫＲＣ例会予定★★★

新型コロナウィルスの影響を受け、３月から例会が

日

内容

場所

曜日

6/25

田中ガバナー補佐挨拶

源さん(予定)

木

7/3

会長離就任式

三原(予定)

金

7/10

委員会活動報告

三原(予定)

金

★第１G 例会開催予定★

休会していましたので 2/27 の内容になっております。
また、次年度の例会場もソーシャルディスタンスの
影響で、曜日変更、パンジープラザや三原文化への場
所の変更等があるかもしれませんがその都度ご連絡
差し上げますのでよろしくお願いいたします。

第一グループは３月４月５月と３ケ月は例会中止となっていましたが６月より例会が以下のように開始されます。
豊前ロータリークラブ ：６月４日（木）
、１１日（木）は通常通り開催されます。１８日、２５日は夜間例会などあるため未定
但し、例会場（築上館）がコロナの影響で倒産したため、
「ニューいずみ」に変更となりました。
豊前西ロータリークラブ：６月５日（金）より通常例会となります。
行橋ロータリークラブ ：６月１６日（火）より通常例会となります。
（２日、９日は休会）例会場所の京都ホテルが６月３０日ま
で休業の為、１６日と２３日は行橋商工会議所を臨時例会場とします。
苅田ロータリークラブ ：６月 18 日（木）より通常例会
田川ロータリークラブ ：６月３日（水）より通常例会
行橋みやこロータリークラブ：６月１７日（水）より通常例会（３日、１０日は休会）例会場は臨時に行橋商工会議所でやる。
以上６クラブの例会予定を報告します。第一グループ ガバナー補佐 田中聰樹
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