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2020－2021年度 

苅田ロータリークラブ 

Ｗｅｅｋｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ 20 

 

本日のプログラム＜第２１０８回例会＞ 
  

次年度補助金事業について 



 

 

 

 

皆さんこんに

ちは。本日も例

会が開催されま

したことを嬉し

く思います。ま

た参加してくだ

さった皆様方ありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の影響

を受け、丸一年が経ちました。苅田クラブの

例会は昨年 3 月 4 月 5 月 6 月をお休みに

し、今年に入って再び 1 月 2 月がお休みで

した。一年のうち半分も休めば、もうロータ

リーはなくてもいいんじゃないかと思って

しまいます。他の団体もそうだと思います

が、先日そんなことを考えている時に気づ

きました。昔は奉仕団体と言えば、ロータリ

ークラブかライオンズクラブが主だったよ

うに思います。しかし最近では多くの奉仕

団体が存在しロータリークラブ「も」あるよ

という時代になっているように思います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け活

動が制限されると、奉仕ができずほぼ何も

していない団体が多いのかと思いますが、

ロータリークラブは例会がなくても奉仕活

動は世界中で続けられています。    

皆さんから頂く会費のうち年間約 5 万円を

拠出金として支払っています。このお金は

何に使われているかと申しますと R財団・

国際社会奉仕資金・国際青少年交換資金や

米山奨学会寄付などです。私は以前、この拠

出金に対し不満を持っていました。なぜな

らば、拠出金のおかげでクラブで使えるお

金が少なくなるからです。しかし、コロナに

よって例会ができなくても、ロータリーク

ラブの奉仕活動は止まっていないし、続け

られていると考えれば、この拠出金という

のは大事なんだと気づきました。 

例会がなくても変わらず世界中で奉仕活

動が行われているロータリークラブは本当

に素晴らしく誇り高い団体だと改めて思い

ました。ロータリークラブ「も」あるよとい

う時代ではなく、現在でもロータリークラ

ブはいいよと胸を張って言える団体だと思

います。そのことを更に感じ深めるために

も、ロータリーのことをもっと知り、もっと

学ばなければならないなと思いました。本

年度もあと 3 ヶ月になりましたが、最後ま

での皆さんのご協力をお願いいたしまして

会長の時間を終わります。有難うございま

す。 

 

 

 

 

 

 

第 2107 回例会記録＜3 月 26 日＞   

会長の卓話   屏 正隆会長 

幹事報告 

 

4 月 2 日は次年度補助金事業について渡邊会長エレク 

トの卓話になっています。4 月 10 日は 45 周年記念ラ 

ンチ会食でエタンセールカワモトでありますので参加 

の皆様に JRの時刻表をメール配信しています。行橋を 

11 時 26 分発の小倉南駅に 11時 51 分着の便をご利用 

ください。駅からは乗り合わせてタクシーで向かいた 

いと思います。 



 

 

 

 

 

 

【2021－2022】 

RI 会長 ：シェメール・メータ 

テーマ ：『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』（Save to Change Lives） 

活動目標：①会員増強（each one, bring one ：120 万→130 万人） ※108％増 

     ②世界に奉仕してより大きなインパクトをもたらす 「ロータリー奉仕デー」 

2700 地区：貫 正義ガバナー  

テーマ  ：『取り組もう 基盤強化と超我の奉仕』 

重点目標 ：①2700 地区の会員増強（3,152 人→3,400 人） (参考)苅田 RC：34 名×1.08≒37 名 

      ②地区が一体となったインパクトのある奉仕活動の計画・実施  

      ・※第 1 グループ（志村俊郎 G 補佐）においては 2.23RC 誕生日に清掃事業を実施(※協議段階) 

      ③クラブ戦略（CLP）の策定実施 

      ④2700 地区の 5 か年計画の着実な実施 

      ・ローターアクトの積極的活用 

      ・RLI の計画的実施及びロータリー財団と米山奨学会に対する寄付目標達成 

      ⑤RI 事業への積極的参加 

      ・国際大会への出席促進 

      ・7 か国での RI 会長主催会議への出席促進 

【1905～2020】 

１．ロータリーの歴史  

1905.2.23 ロータリーの誕生 シカゴ  

1908   2 番目のクラブ サンフランシスコ  

1910   16 クラブで全米ロータリークラブ連合会。 カナダ、ウイニペグＲＣ誕生  

1912   国際ロータリークラブと改称 50 クラブ 6 千人  

1920   東京ＲＣ誕生  

1956   会員数 40 万  

1996   会員数 100 万  

1996   会員数 120 万 ◎ここから会員数は横ばい（先進国では減少↓）となり変革が必要 

２．ＤＬＰ(ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ) 地区リーダーシッププラン 1996～ 《 拡大と増強のための組織の再編成 》 

 ・会員制度の簡素化 正会員と名誉会員  

・試験的クラブの創設 Ｅクラブ(2010)、衛星クラブ(2013)  

・分区代理からガバナー補佐へ（権限と責務の強化） 

 ・委員会構成の⾒直し  

３．ＣＬＰ クラブリーダーシッププラン 2004～ 

・継続性の強化 年間プロジェクトから長期プロジェクトへ 

・委員会構成の⾒直し ・それに伴うクラブ細則の変更 

・例会回数など制限の緩和によるクラブの多様性、独⾃性 

 

 PETS報告     渡邊 剛会長エレクト 



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

屏  正隆  今日も例会が開催されました事を嬉しく思います。渡邊会長エレクト PETS報告 

ありがとうございました。 

高城 雅春  ニコニコします。 

片岡 孝市  会長エレクト PETS 報告ありがとうございました。 

桧槇  敬  桜が満開です。花見をしたいと思います。 

矢野  強  中尾 SAA エレクトにニコニコします。 
竹部 武男  ニコニコです。 

鈴木 公利  先週は欠席しました。すみません。でも PETS に参加してプレゼンしてきました。 

渡邊  剛  ニコニコします。 

壁屋 好惠  渡邊会長エレクト PETS報告ありがとうございました。 

 

 

 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

 

 

 

 

 

＜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

 
 

日 内容  

4/10 45周年記念 フランス料理 

4/16 クラブ協議会 パンジープラザ 

5/7 外来卓話 パンジープラザ 

5/14 会員卓話  

お知らせ 

 

ロータリーの友 4 月 

号の「ロータリーア 

ットワーク」29~30 

ページに苅田ロータ 

リークラブの記事が 

掲載されています。 

是非お目通し下さ 

い。 


