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2020－2021年度 

苅田ロータリークラブ 
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本日のプログラム＜第２０９０回例会＞ 

地区クラブ奉仕支援委員会 卓話 杉坂会員 

  

 

 



 

 

皆さんこんにちは。本日も例会が出来ることを嬉しく

思います。出席していただき有難うございます。 

コロナ渦のなか、今度は今までにないくらいの強い台

風 10 号が迫っています。私はセブンイレブンに携わって

23 年が経ちますが、今回初めて本部から台風が最も接近

する時に休業してもいいですよと言われました。閉める

かの返事を今日中に下さいと言われています。それくら

い今回は強いようなので、皆さんも台風に備えて準備を

していただきますようお願い致します。 

さて本日は、杉坂 SAA から短くお願いしますと言われ

ていますので、早速ですが、月信９月号の 12 ページに、

2023〜2024 年度ガバナー候補者の推薦について書かれ

ています。ガバナー候補者の推薦です。苅田クラブから

誰かいませんでしょうか？是非将来的には苅田クラブか

らガバナーが出て欲しいと思います。 

話は変わりますが、世界のロータリアンには、ウォル

トディズニーさんやルイヴィトンさんもいたそうです。

私が驚いたのは、アメリカの歴代大統領の 13 人がロータ

リアンだったことです。ロータリークラブでの規則があ

りまして、ロータリアンが「選挙で選ばれる政治家など」

になるのはできるが、「政治家など」が新たにロータリー

クラブに入会することは出来ませんとあります。となる

と大統領になる前にロータリークラブに所属していたと

言う事なので、それはすごいなと思いました。ロータリ

ーに入会し、政治家を志し大統領まで登り詰めることは

本当に素晴らしいことですし、1 人ではなく 13 人もいる

ということは、私はロータリアンとして誇らしく思いま

す。まだまだ人生は長く、様々な可能性がありますので、

どうか皆様もロータリーで多くを学び、これからの人生

が更に更に発展するよう頑張りましょう。以上で会長の

時間を終わります。有難うございました。 

アメリカ大統領ロータリアン 

28 代 ウィルソン  29 代 ハーデイング  31 代 

フーバー 32 代 ルーズベルト 33 代 トルーマン  

34 代 アイゼンハワー 35 代 ケネディ 37 代 ニク

ソン  38 代  フオード    39 代  カーター    

40 代 レーガン 41 代 ブッシュ 43 代 ブッシュ 

 

 

皆様こんにちは。本日も例会が開催されたことを嬉し

く思います。 

台風の被害はなかったでしょうか。今回の 10 号は 5 日

くらい前からマスコミで大々的に放送していましたので、

皆さん準備が出来ていたのでしょう。水や養生テープ、

カセットコンロなど早々に売り切れ、窓にはバッテンだ

らけで、ホテルも満室、避難所も 192 世帯 323 人 

と苅田町初の多さでした。私もセブンイレブンを始めて

23 年目で初めて店を閉めました。 

台風の影響は、他の地域では被害があっていますが、

お陰様で苅田町は、窓ガラスが割れたり、看板が飛んだ

という 3 件の被害で終わったようで安心しました。今回

準備の割に余り被害がなかったと言うことで気を抜かな

いように、まだまだ海面温度も高いようなので次の台風

が来た時も今回のように準備をいたしましょう。 

本日は嬉しい報告をいたします。苅田ロータリークラ

ブ細則第 3 条理事および役員の選任第 7 節理事会または

その他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によっ

て補填すべきものとする。とあるように、原会長エレク

ト兼理事が退会したことで欠員になっていました理事に

関しては、木部親睦委員長に兼務で理事になっていただ

きました。あとは会長エレクトが空白のまま 2 ヶ月が過

ぎていましたが、先週の理事会において渡邊 剛理事が

会長エレクトに承認されましたことを報告いたします。

本年度会長として本当にほっといたしました。渡邊理事

有難うございました。これで通常に戻りました。しかし

もう 10 月には会長ノミニーを決めなければなりません。

これには細則第 3 条 4 節候補者指名委員会は、会長、幹

事、直前会長、会長エレクト、副幹事および理事会の指名

するパスト会長 2 名の 7 名で構成されるものとする。と

ありますので、10 月の第一例会にて候補者指名委員会を

発表いたしますので、皆様ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

本日は観月会ですがお月様が隠れています。ちなみに

本年の中秋の名月十五夜は、10月 1日木曜日のようです。

6 月末の忘年会以来の、お酒を伴う例会なので、歴代パス

ト会長の皆様は是非若いメンバーに対して、「ロータリと

は」を語っていただき、みなさんで楽しみましょう。以上

で会長の時間を終わります。有難うございました。 

第 2088 回例会記録＜９／４＞   

会長の時間 屏正隆会長 

第 2089 回例会記録＜９／11＞   



地区拡大・会員増強 卓話 鈴木会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 会 式  

 

本日入会の高山峻会員です。屏会長と木部会員が

スポンサーで、職業分類は飲食業です。松本商店の

店長として働いています。元々熊本出身でしたが苅

田町にすっかり馴染みました。こうやって皆様とお

知り合いになれたのも何かの縁です。ロータリーの

会員として皆様と頑張っていきたいと思っていま

す。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 

「会員増強の秘訣」 

「５つの具体的な会員増強の方法」 をご紹介致します。 

 

これは、昨年の会員基盤向上セミナーで講師としてお招きした

第 1zoneRotarycoordinator 補佐の田中様が書かれたものから

の抜粋です。 

田中様は、クラブ会長時代に、1 年間で 50 名を増員し、会員

の倍増を成し遂げられており、その時に実際に行った活動の事

例を挙げられています。 

例会を工夫すること 会員がロータリーは楽しいと感じなけ

れば、人には紹介出来ないためです。これを会長自らが行うこ

とがポイントとなります。 

次に、若い会員を起用した会員増強会議を毎月開いて、会長

の会員増強に対する本気度を示すことです。 

そして、3 つの勧誘ツールを用意して、いつでもどこでも、入

会させたい方に渡せるよう持ち歩く。次にメイクアップの奨励 

若い会員に他のクラブの良いところを見てもらい、クラブの運

営を考える機会とし、また将来のクラブのリーダーづくりに役

立てます。 

最後に、Rotary の説明会を開く。これは入会候補者との会食

を通して、ロータリーに相応しい人物か見定め、入会後に発生

するミスマッチを防ぎます。 

以上、各クラブの実情に合わせて、どれかひとつでも、実行

されることを期待しております。 

 



例会記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★ＫＲＣ例会予定★★★  

日 内容  

9/25 米山記念奨学生 卓話 シャヘラさん 

10/2 クラブ協議会 IM 協議 

10/8 ガバナー公式訪問 京都ホテル 

10/16 休会  

10/23 米山記念奨学会・ポリオ  

 

 

 
＜2020～2021 年度ＲＩ＞  会 長  ： ホルガー・クナーク 
＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 古賀 英二 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 屏  正隆 

幹 事 ： 廣田 琢磨 
ＳＡＡ ： 杉坂 正徳 

＜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 
IT・週報委員会委員長：:松本 聡・中尾 則子・河内山 秀一 
            坂岡 英俊・片岡 孝市・青木 政憲 

ニコニコ BOX             親睦活動委員会委員長  木部 義憲 

屏  正隆  鈴木委員長、卓話ありがとうございました。高山さんご入会おめでとうございます。 

廣田 琢磨  高山さん、入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします 

渡邊  剛  高山さん、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。 

木部 義憲  来週の観月会出欠ありがとうございました。 

山口 勝弘  仕事の為早退させていただきます。 

矢野  強  こんにちは。先月ゴルフで 2 勝しました。 

井手口貞治  高山さん、入会おめでとうございます。 

中尾 則子  スナックＣＥＣＩＬ9 月 1 日に開店して 5 周年を迎える事が出来ました。 

       これからもお客様を大切に頑張っていく所存です。 

高城 直紀  早退します。すみません。 

              

 

 

 

  

9月 11日天龍にて観月会を行いま

した。これを第２０８９回例会の記

録とします。表紙写真と下の写真 


