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第 2115 回例会記録＜7 月 16 日＞

会長の時間

渡邊

剛会長

皆さん、こんにちは
昨日は苅田工業高校のIACの例会に河内山委員長、青木前
委員長と共に参加致しました。例会の中でIACのテーマを部
員で検討し、その中で・自分たちが出来ること、準備等時
間が掛からず役に立つこと、遠方でなく通学路等の身近な
清掃を行うの3つの案が出ました。そうして出来た本年度
【自分たちで出来ることを見つけよう】という素晴らしい
テーマが出来上がりました。
皆様ご承知の通り、本年度の私の運営方針は【もっと行動、もっと成長しよう】です。
これは皆さんに対してというよりも私自身に課したメッセージであるからです。というの
も私を含めた現在34名の会員の集まりが苅田クラブであり、会員の一人一人が行動し、成
長する事こそが苅田クラブの成長につながるということは私自身が行動し、成長すること
こそが苅田クラブの成長繋がるという単純な構造だということに気がいたからです。とい
うよりもRＩ会長のメッセージから引用しただけですが。
現在の苅田クラブの平均年齢は59.7才です。この数字を高いと感じるか低いと感じる
かについて皆さん感じ方は違う思いますが、2003年7月時点で57才、2014年7月時点で59
才、本年2021年7月時点では59.7才ですから少なくとも皆さん毎年1才づつ年を取っている
にもかかわらず苅田クラブの平均年齢にほとんど変化はありません。つまり苅田クラブに
おいても近年若手の入会が増えて60歳未満の平均年齢を維持していることなのでこの数字
は大変素晴らしいことだと思います。
本年度はRIメータ会長の号令でインパクトのある「ロ―タリー奉仕デー」と題し世界
中で事業が開催されます。ここ第1グループにおいては10月17日に豊前海一斉清掃、先日
も結城会員が担当委員としている実行委員会にオブザーバー参加させていただきました。
ＺＯＯＭによるＷＥＢ会議となりました参加者8名の会議でしたがその内の女性3名が会議
を主導し引っ張っているというように強く感じました。本年度のＲＩの目玉事業であるロ
ータリー奉仕デーの開催は、いくつかの条件がありまずロータリー重点分野に一致してい
ること、二つ以上のクラブによって計画されていること、女子のエンパワメントに合致し
ていること等々条件がありますが、この女子のエンパワメントについてはこの企画団体の
段階ですでに発揮されています。
まさに自分自身はもちろん、女性や地域、自治体と連携し、協力するにあたりこのロ
ータリー奉仕デーは各人のエンパワメントを高める絶好の機会になるのだと実感いたしま
した。
11月21日には地区補助金を活用した青少年ソフトボール大会を予定しています。この事
業もこのエンパワーメントを高める絶好の機会と思いますので、苅田―ロータリーが主導
してこの地域のエンパワーメントを高めるために皆さんと一緒に頑張りたいと思います。
先週に引き続き苅田クラブの担当理事から本年度の方針発表をいただきます。

幹事報告

8/５の木曜日がガバナー公式訪問となっ
ています。ブルーポートホテル(Ｒホテル)
でありますのでネクタイ、ブレザー着用で
おねがいします。

奉仕プロジェクト委員会

矢野

強理事

今期の奉仕プロジェクト委員会の計画ですが四つの
委員会を抱えていますので順次報告します。
今期、クラブ会員総出のお願いをする計画が二つあ
ります。一つ目はＲＩ会長からの指示で世界のクラ
ブが動いていると思われますロータリー奉仕デーの
行動です。第一グループも貫ガバナーの指示を受け
て職業奉仕委員会、社会奉仕委員会の共同事業とし
てガバナー補佐を要しています行橋クラブを中心に
して計画が練られています。苅田クラブでは職業奉
仕委員会が担当で諸々の打ち合わせには結城委員長
に出てもらっています。苅田クラブの事業予算も職
業奉仕委員会に上がっています。今後の進捗はその
都度例会時に報告します。実施日は１０月１７日
（日）です。全員の皆さまのお力をお願いすることに
なります。
次に社会奉仕委員会ですが今期の会長、幹事が温め
ていました計画がありまして財団の補助金を活用し
ての青少年ソフトボール大会の実施です。これも具
体的なり次第例会で報告します。３０年前くらいに
実施しましたこの大会では会員の皆さまが大変な思
いをされた経験を覚えています。今回そのようなや
り方ではないとのことです。実施要項につきまして
は順次報告します。年間計画では餅つきが入ってい
ます。これは“はいそうですか”というような今まで
のような状況とは違ってきていますので時期を見て
結論を出します。それから多くのお金をかけなくて
我々会員が労力を出すことで何かできないかとも考
えます。もう一つはこの苅田町内で地道に長年社会
的な奉仕活動をしている団体があれば例えば苅田ク
ラブ社会奉仕賞ようなもの作り表舞台に出して表彰
したらどうかなと考えています。
次に国際奉仕委員会ですが目の前の事業は考えてい
ませんが晋州飛鳳 RC との姉妹提携の件です。３年
後にはまたどうしようかという時期が来ます。提携
の関係について考えてみるあしがかりの１年にでき
たらと思います。今期の国際奉仕委員長は３５周年
の記念事業で晋州に桜を植えたときの実行委員長で
ご苦労なさった山口さんです。この提携の件でクラ
ブの皆さんの意見を聞きまとめていただくには適任
かなと考えています。
次に青少年奉仕委員会です。苅田クラブは苅工イン
ターアクトがすべてです。今期のの現時点での部員
は４名です。去年、今年と募集が上手くできなかった
ようです。大体の年間スケジュールは決まっていま
すので学校側と密に連絡を取り合って例会を開くこ
とを大切に考えていきます。例会は月に２回で木曜
日の 16 時半前後の３０分です。河内山委員長がその
都度クラブ例会で声をかけますので手を離せる人は
是非例会に足を運んでいただければと思います。

広報・公共イメージ向上委員会

竹部

武男理事

本委員会としては、会員の皆様が毎週の週報を楽し
みにしていただけるよう作成することを軸に、昨年
に引継ぎマイロータリーの推進にも力を入れていこ
うと思います。又、会員増強を図る上でも、地域の皆
様がロータリーについてどう感じているかをよく考
え、知名度をあげられるような活動もしていきたい
と思います。写真の掲載や記事の書き方に工夫を凝
らしインパクトのあるロータリー活動を発信してい
きたいと思います。その為にもあらゆる情報ツール
の活用やメディアへの周知が重要なポイントになる
かと思います。1 年間ご協力の程よろしくお願いいた
します。

基盤向上委員会 鈴木

公利理事

クラブ満足度が高く、全員参加でよりインパクトのあ
る奉仕の実現を通して、世界を変える行動人を目指し
ている」として、その実現に向けた、4 年間の委員会の
長期計画を今年度内に策定し、年度ごとの目標、具体的
な実効策について、全会員と共有して実施して参りま
す。その初年度として、以下の活動計画を、会員の全員
参加で取組んで参ります。
1.委員会の 4 年の長期計画の策定
〇4 年後の目標 会員数 50 名(内、女性会員 10 名)、49
歳未満の会員比率 50%
〇会員満足度 100%(満足度調査)
2.今年度の目標と計画
〇22 年 7 月会員数 40 名
会員満足度 10％アップ(満足度調査、毎年度末実施)
3.今年度の小委員会の目標と計画具体策
〇会員増強委員会
・10％増強達成(目標：40 名)すための、委員会体制の
整備と、全会員 1 人 1 人が 1 名を入会候補者紹介でき
る仕組みづくり
〇会員研修委員会
・クラブ研修リーダーのもと、入会 3 年未満会員の研
修の企画・運営
・R 情報委員会と共に、ロータリー情報研究会制作の
テキストを用いた研修の実施
・RLI に参加する会員の選定
〇ロータリー情報委員会
・会員研修委員会の入会 3 年未満会員の研修を支援と
テキストの提供
・RI 未来形成委員会で検討されている、全世界 540 地
区の再編の概要について、その実施が 2024 年のパイロ
ット運用が始まるにあたっての情報収集とクラブ会員
への発信する

ニコニコ BOX

親睦委員長

青木

政憲

行橋みやこＲＣ
平石

正信

渡邊会長、おめでとうございます！本日はありがとうございました。

有門功太郎

渡邊会長、ご就任おめでとうございます！

渡邊

剛

本日はみやこロータリークラブの平石さん、有門さんありがとうございます。心強かったです。

松本

聡

行橋みやこロータリークラブ有門様、平石様ありがとうございました。竹部理事、矢野理事、鈴木理事
ありがとうございました。

片岡

孝市

平石さん、有門さんメークアップありがとうございました。

壁屋

好惠

行橋みやこロータリークラブの 2 名の方メークアップありがとうございました。

鈴木

公利

有門さん、平石さんメークアップありがとうございました。坂岡さんご無事に出産お祈りします。

坂岡

英俊

来週の月曜日が出産予定日になります。先週の青木委員長の運をわけていただきたくてニコニコします。

竹部

武男

週報の写真を会員の皆様から募集したいと思います。よろしくお願いいたします。

國永

修一

早退します。

杉坂

正徳

久々に出席しましたがスミマセン早退します。

青木

政憲

苅田 IAC の部員を増やせます様に。

今日のお客様

苅田ＲＣ予定表

日

内容

8/5

ガバナー公式訪問

8/13

お盆休会

8/20

活動方針会計報告

パンジープラザ

8/27

会員増強卓話

パンジープラザ

＜2020～2021 年度ＲＩ＞
＜第 2700 地区＞
＜苅田ロータリークラブ＞

場所
ブルーポートホテル

行橋みやこロータリークラブより
平石正信会員、有門功太郎会員が渡邊会長の
応援に来てくれました。心強い事です。
ありがとうございました。
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