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本日のプログラム＜第２１１４回例会＞
活動方針

一年を振り返って

髙城ガバナー補佐

一年を振り返って

屏

正隆会長

皆様こんばんは。5 月 12 日に福岡県に緊急事態
宣言が発令され例会が中止になっていましたが、6
月 20 日に解除され本年度最後の例会忘年会となり
ました。開催出来たことを嬉しく思います。出席い
ただき有り難うございます。昨年 7 月からスター
トした時は順調に進み例会も出来ていましたが、
10 月を過ぎると雲行きが怪しくなりました。10 月
8 日ガバナー公式訪問や 12 月 10 日読み聞かせ団
ガバナー補佐という役を頂き、一年頑張ってま

体への絵本寄贈式は開催出来ましたが、毎年恒例

いりました。しかしコロナ渦の為、十分な活動がで

のクリスマス家族会は中止となりました。その代

きませんでした。IM もしかりです。 当クラブの

わりに、木部親睦委員長と会員の皆様の所へクリ

皆様も一生懸命頑張っていた訳ですが、忘れも致

スマスケーキを届けさせて頂きました。木部委員

しません、1 月 9 日の日です。 これが最終期限で

長ありがとうございました。年末恒例のチャリテ

結論を出そうと言う事になりました。 多分その日

ィー餅つき大会も販売は叶いませんでしたが、親

雪が積もった日で、 理事の方にお集り頂いて協議

睦を兼ねての会員だけの餅つき大会は、開催出来

した結果、 やっぱり今回も無理だと言う形で、 そ

てよかったなと思っています。年が明け、今期のメ

の日に GO を出せば IM もちゃんと手配が全て出

インイベントであった地区補助金を利用しての

来る計画ではございましたが、実行委員会 実行委
員長はじめ皆さんも、 これはしょうがない、 安全

「次の世代に紹介したい映像資料」事業では、苅田
町立図書館へ DVD を寄贈いたしました。1 月 9 日

第一だと言う事で急遽中止と言う事になりまし

式典当日には大雪が降り積り、殆どの会員さんが

た。 皆様には大変ご心配をお掛けしたのではない
でしょうか。

出席できなかったことがとても残念でした。それ
が終わると福岡県は緊急事態宣言が発令されたた

余談ですが、サプライズで豊前ロータリークラブ

め、3 月 5 日の例会までお休みになりました。そん

から私の似顔絵入りのケーキを頂きました。一年

な不安定な状態なので本年度は創立 45 周年記念式

間何も出来ませんでしたが、本当にご協力頂きま

典を 4 月に開催する予定でしたが、断念し代わり

して誠にありがとうございました。

に会員だけでフランス料理を食べながら 45 年とい
う歴史を振り返りお祝いをいたしました。それが
終わると、後は次年度に引き継ぐだけだと思って

7 月のお誕生日
桧槇会員おめでとうございます！この間渡せなかっ
た國永会員おめでとうございます！

いましたが、5 月 12 日から福岡県も 3 度目の緊急
事態宣言が発令され、また例会が出来なくなりま
した。
例会がお休み中、苅田町も 65 歳以上のワクチン
接種が始まりました。その際、町は元看護師さんを
募集し 53 名のスッタフが集まりました。しかし、
全員が私服で業務をしていると、利用する高齢者
の方々から誰が誰だか判らないという声が上がっ
ていたので、苅田ロータリークラブとしてスッタ
フさんたちへユニフォームを寄贈いたしました。
例会も開催できない中、最後の最後で奉仕活動が
出来たことを嬉しく思います。
1 年間通常年度のように例会は行えませんでし
たが、対外的な事業は予定以上に行えたことがよ
かったなと思っています。皆様のご協力があった
からこそだと思っています。心から感謝いたしま
す。1 年間有り難うございました。

第 2113 回例会記録＜7 月 2 日＞

会長の時間

渡邊

剛会長

本年度のクラブテーマは「もっと行動し、もっと行
動しよう」としました。とはいえ国際奉仕、青少年
奉仕事業等が通常通り行えない状況ですが今後の
事業の在り方を皆さんで考えたいと思います。

皆さんこんにちは、本年度苅田ロータリーの会長

また、本年度は新たな事業として青少年ソフトボー

を務めることになりました渡邊剛と申します。

ル大会の復活とロータリー奉仕デーの事業を実施い

まずもって、屛会長、廣田幹事をはじめとする理

たします。ロータリー奉仕デーについては具体的に

事の皆様、そして高城ガバナー補佐、國永 45 周年

は第 1 グループにおいては海岸清掃を予定しており

実行委員長 1 年間大変お疲れさまでした。新型コ

ます。いずれも苅田クラブにおいては取組んでいた

ロナの影響により度重なる緊急事態宣言の発令に

事業ですが RI 会長の目指す「インパクトもたら

よりクラブ運営はもちろん、2700 地区第 1 グルー

す」事業にするためにロータリアン以外のインター

プ運営、45 周年記念事業運営とことごとく活動の

アクトクラブや他団体と合同で行う新たな取り組み

中断、縮小等々思い通りの運営が出来ずに各々大

にしたいと考えます。

変悔しい思いをしながら年度を終えられたことと

このような経験の浅い私ひとりでは何も始まりま

思います。また、本年度も引き続き蔓延防止等重点

せん。苅田クラブの 50 周年に向け、伝統ある苅田

措置の指定下で私自身は期待と不安が折り重なり

クラブの更なる発展のために皆様と共に一所懸命頑

複雑な心境で 2021-2022 年度のスタート地点に立

張ってまいります。1 年間どうぞよろしくお願いし
ます。

っています。
昨年度は 45 周年を終えて、そして今回 46 回目
のバトンを渡され、ここにいらっしゃるメンバー

皆勤賞おめでとうございます！

を含めた諸先輩が培ってきたこの歴史ある苅田ク
ラブの舵取りを任されたことの重圧に押しつぶさ
れそうな状態ですが、今年度は松本幹事、中尾 SAA
という力強い両腕に支えられながら何とかこの場
に立っております。そして今日から私を含めた 34
名のメンバーと共に会長職を楽しめるよう一年間
を過ごしたいと思います。
ロータリークラブ入会についてですが、私の入
会は 2015 年 7 月 23 日です。当時の杉坂会長、屛
幹事のお誘いで当時はまだ父親が健在でしたが苅
田 RC が 40 周年を迎えることもあり、親子 2 名で
苅田 RC に所属することになりました。40 周年に
あたり入会してすぐにブレザーを作成し、翌年の 4
月 2 日の 40 周年式典にむつみ会の結成もあり妻
もふくめ家族 3 名で参加させていただきました。

2020-21 年度の皆勤賞は、沓脱 R、壁屋 R、矢野
Ｒ、鈴木Ｒ、屏Ｒ、渡邊 R、廣田Ｒです。毎回例会

その年の 8 月 7 日に父親が他界しましたので約 1

に参加するのは言うのは簡単ですが、実行するのは

年間を親子でこの苅田 RC で過ごすことが出来ま

難しいものです。おめでとうございました。

した。今振り返ってみると苅田 RC にいい時間を
作っていただいたと感謝いたします。

屏会長杯優勝おめでとうございます！

本年度の RI 会長シェカールメータ会長のテー
マは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするた
めに」は大きな夢に向かい計画を立て、目標を定め
目的を達成するようロータリアンにインスピレー
ションを与えてやる気を出す。会員数を増やして
ロータリーの参加者基盤を広げる。そして世界に

屏会長の空気を読ま
ず優勝してしまいま
したが嬉しいです。

奉仕してよりインパクトをもたらす。とあります。

ありがとうございま

また、2700 地区貫ガバナーのテーマは「取り組も
う基盤強化と超我の精神」です。

した。

ニコニコ BOX
6/24 忘年会にて
行橋ＲＣ志村俊郎ガバナー補佐

次年度クラブ協議会、ガバナー公式訪問、海岸清掃、IM、よろしくお願いします。

廣田 R、一年間ありがとうございました／矢野 R、皆さん一年間お疲れ様でした。来期は例会ができます様に／
青木 R、渡辺さん、来期頑張って下さい／高城直 R、屏さん!!お疲れ様でした／山口 R、お疲れ様でした／坂岡 R、
屏会長一年間お疲れ様でした／平田 R、お疲れ様でした／髙城雅 R、ありがとうございました／桧槇 R、ニコニコし
ます／片岡 R、一年間ありがとうございました／屏 R、一年間ありがとうございました／竹部 R、誕生日ありがとう
ございました／壁屋 R、髙城ガバナー補佐、屏会長初め役員の皆様コロナ渦の中お疲れ様でした／鈴木 R、皆勤賞あ
りがとうございました／渡邊 R、屛会長お疲れ様でした。来期から頑張ります。皆様よろしくお願いします／長江 R、
お疲れ様でした

7/2 例会
髙城雅 R、一年間よろしくお願いします／木部 R、会長、幹事、一年間よろしくお願いします／壁屋 R、渡邊会長、松
本幹事他役員の皆様一年間お世話になります／坂岡 R、渡邊会長一年間よろしくお願いします／竹部 R、理事をさせ
て頂きます。一年間よろしくお願いします／矢野 R、さぁ始まりました。会長幹事 SAA を盛り立たせて楽しい例会を
作っていきましょう／福田 R、一年間よろしくお願いします／國永 R、渡邊会長、一年間よろしくお願いします／
屏 R、渡邊会長、松本幹事、中尾 SAA 他理事の皆様頑張って下さい。一年間ありがとうございました。感謝／松本 R、
一年間よろしくお願いします／渡邊 R、屏会長お疲れ様。一年間どうぞよろしくお願いします／河内山 R、屛会長お
疲れ様でした。渡邊新会長今年一年間よろしくお願いします／廣田 R、一年間よろしくお願いします／片岡 R、渡邊
会長初め理事の皆様一年間よろしくお願いします／桧槇 R、誕生日祝いを頂きました／髙城直 R、渡邊会長おめでと
うございます！／鈴木 R、屏パストありがとうございました。渡邊会長よろしくお願いします／青木 R、渡邊会長、就
任おめでとうございます！頑張って下さい。

苅田ＲＣ予定表

苅田 IAC マスク寄贈

日

内容

7/16

活動方針

7/30

クラブ協議会

8/5

ガバナー公式訪問

8/13

お盆休会
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苅田 IAC の生徒が手作りマスクを 80 枚苅田
町福祉協議会に寄付しました。コロナ渦の中、
活動があまりできなかったけれど、その中で自
分たちの出来る事を考えたとの事です。
6/25 に
マスクの贈呈式が無事に行われました。

