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皆さんこんにちは。それでは最初に本日のお客様をご紹介させていただきます。

はじめに国際ロータリー2700 地区より貫正義ガバナーです。第一グループ志村俊

郎ガバナー補佐です。国際ロータリー2700 地区井上一馬副幹事です。同じく 2700

地区三浦邦俊副幹事です。ようこそ苅田クラブへお越しくださいました。 

こうしてガバナー公式訪問という形で苅田クラブの例会を開催できることを大

変うれしく思います。 

例会が始まる前に、懇談会という形で苅田クラブの皆様より一足早くガバナーと

お話しさせていただき、苅田クラブの活動や 2700地区の活動について意見交換をさせていただきました。 

今月は、会員増強月間、新・クラブ結成推進月間ということです。 

本年度の 2700 地区の貫ガバナーのメッセージは「取組もう基盤強化と超我の奉仕」ですが、超我の奉仕と

いえば 1950年にデトロイトで開催された RI国際大会で、超我の奉仕（Service Above Self）がロータリー

の公式標語として正式に承認され。1989年の規定審議会では、「超我の奉仕」がロータリーの第一標語とし

て採択されました。これは、この言葉が利己的でないボランティア奉仕の哲学を最もよく言い表していると

の理由からだそうです。まさにロータリークラブにふさわしいことばだと思います。 

 先月のロータリーの友に貫ガバナーの紹介で小倉南区の貫に由来があるがと出てますが貫ガバナーは八

幡の出身で 93年から八幡 RC、鹿児島 RCを経て現在の所属は福岡南 RCで九州電力の役員、福岡経済同友会

の会長などの公務を歴任され、現在も相談役としてご活躍をされている非常に活動的な方だなあという印

象です。 

 これまでも苅田クラブの例会の中で地区の重点目標については何度もお話しさせていただきましたが、

本日は直接貫ガバナーから苅田クラブのメンバーに詳しくお話しいただき 2700 地区が一体となった活動が

出来れば思います。せっかくの機会ですので私の話はこの位にしたいと思います。 

 本日は最後までどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2117 回例会記録＜8 月 5 日＞ 会長の時間  渡邊 剛 

ガバナーとの懇談会 

福岡南ロータリークラブより 

貫正義ガバナー、井上一馬地区副幹事、 

三浦邦俊副幹事と行橋ロータリークラブの 

志村俊郎ガバナー補佐とブルーポートホテルの 

サファイアの部屋にて懇談会が行われました。 

苅田ロータリークラブが第一グループ内で一番 

早い公式訪問ではありましたが和やかな時間が 

過ごせたとのことです。遠いところから皆様、 

本当にありがとうございました。 

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/policies-procedures/councils


 

 

 

１. ２０２１～２

２年度ＲＩの活動に

ついて 

（１）２０２１～２

２年度ＲＩ会長テー

マ 

２０２１年２月１日

から２月１１日まで、ロータリー歴史上初めてＷＥ

Ｂで開催された「国際協議会」において、シェカー

ル・メータＲＩ会長エレクトから２０２１～２２年

度ＲＩ会長テーマと活動目標が以下のとおり発表さ

れました。「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす

るために」Serve to Change Lives 

 

（２）次年度ＲＩ会長の活動目標 

①会員を増加してロータリーの参加者基盤を広げる 

・過去１７年間１２０万人と横ばいであった会員

を、２０２２年７月１日までに１３０万人に増やす 

・そのために今後１７か月間にガバナー自身と各ク

ラブ会長が全てのロータリアンに対し新会員１人を

入会させるようお願いする。（each one, bring 

one） 

 

②世界に奉仕してより大きなインパクトをもたらす 

・２０２１～２２年度に少なくとも１回、実践的か

つ行動志向のロータリー奉仕デーのイベントを計画

開催するよう、全てのクラブにお願いする。 

・そしてこのイベントは、他団体・企業と手を取り

合い、地域社会にインパクトをもたらすプロジェク

ト、国や世界の人々の人生を豊かにするプロジェク

トにして下さい。ロータリー奉仕デーは、職業やロ

ータリーとの関係に関わりなく、地域の家族や協力

団体とともに有意義な奉仕に取り組む機会となり、

皆さんの意義ある活動を、地域社会の人々に広く知

ってもらうことにもなります。 

   

（３）次年度ＲＩ会長からの「ロータリー奉仕デ

ー」についてのお願い事項 

ｏ「２０２１～２２年度ロータリー奉仕デー」のイ

ベントとして認められるには、以下の４項目を満た

す必要があります。 

 

①二つ以上のロータリークラブ、ローターアクトク

ラブ、インターアクトクラブによって計画された

ものである 

②ロータリー重点分野に一致している（一つまたは

複数） 

③少なくとも一つのメディア（フェイスブック、ツ

イッター、地元紙）で周知を行う 

④参加者の少なくとも25％は、現ロータリー会員で

はない 

ｏまた、イベントは、以下の追加のガイドラインの

うち、少なくとも３つを満たす必要があります。 

 

①国連が定める国際デー、またはロータリーの特別

月間に合わせて行う 

②女子のエンパワメントに優先的に取り組む 

③ロータリー地域社会共同隊と協力する 

④少なくとも一つの地元企業、地域団体、政府また

は自治体と協力する 

⑤イベントの主催クラブが地域社会のエンパワメン

トをどのように継続していけるかについて、地域

社会でのディスカッションを行う 

⑥家族やあらゆる年齢・能力の参加者が参加できる

奉仕の機会を提供する 

⑦イベントの写真と成果をソーシャルメディアで紹

介する 

⑧イベント後、クラブ会員ではない参加者をクラブ

例会に招く等、地域社会でのクラブの活動を知っ

てもらう    

 

第1グループは、10月17日に～豊前海海岸⼀⻫清掃 

プロジェクト～を計画中と聞いています。 

 

浜の宮海岸(豊前⻄・豊前RC合同)、 

⽩⽯海岸(苅⽥ RC)  

⻑井浜海岸(⾏橋みやこRC) 

蓑島海岸(行橋 ・田川RC合同) 

 

インターアクトクラブの部員と地域の人々を巻き込 

んだこの計画に大いに期待しています。皆さん 

頑張って下さい。 

 (卓話の内容は抜粋されています) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話  貫 正義ガバナー 

米山功労者表彰式 

苅田ロータリークラブの 

國永 修一会員 

渡邊 剛会員 

片岡 孝市会員 

杉坂 正徳会員(2 回目) 

青木 政憲会員 

5 名がこの度表彰されました。 

おめでとうございました！ 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 

貫正義ガバナー 本日は大変お世話になります。 

井上一馬副幹事 苅田ロータリークラブの皆様、本日は素敵なおもてなしをありがとうございました。 

        素晴らしいクラブで感動しました。 

三浦邦俊副幹事 苅田ロータリークラブの活動に感激しました。大変勉強になりました。 

志村俊郎 Ｇ補佐 ガバナーとの有意義な懇談会を終える事が出来ました。公式訪問お招きありがとうございました。 

 

渡邊  剛 貫ガバナーと皆様、苅田ロータリークラブにお越しいただきありがとうございます。 

松本  聡 貫ガバナー、志村ガバナー補佐、井上副幹事、三浦副幹事本日はありがとうございました。 

      親睦委員会をはじめ会員の皆様、前日から準備して頂きありがとうございます。 

片岡 孝市 貫ガバナー公式訪問ありがとうございました。 

壁屋 好惠 ガバナー公式訪問ありがとうございました。坂岡委員の赤ちゃんおめでとうございます！ 

石田  徹 早退申し訳ありません。 

坂岡 英俊 今日は貫ガバナー、井上副幹事、三浦副幹事、志村ガバナー補佐ありがとうございました。 

國永 修一 公式訪問ありがとうございました。 

桧槇  敬 貫ガバナーを迎えて。 

沓脱  壽 ガバナー公式訪問ありがとうございました。 

井手口貞治 ニコニコします。 

屏  正隆 ガバナー公式訪問おつかれさまでした。 

青木 政憲 貫ガバナーをはじめ、地区副幹事の皆様本日は来訪頂きありがとうございました。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2020～2021 年度ＲＩ＞  会 長  ： シュカール・メータ 

＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 貫  正義 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 渡邊  剛 

幹 事 ： 松本  聡 
ＳＡＡ ： 中尾 則子 

＜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：:竹部 武男・高城 雅春・長江 三郎・ 
            原田 雄幸・太田 春吉・角田 成弘 
       

 

日 内容 場所 

10/1 休会  

10/8 奉仕デーについて パンジープラザ 

10/17 奉仕デー 白浜海岸 

お土産 

 

 

苅田ＲＣ予定表 

 

 皆様へのお土産は恒例の 

メロンです。少々重たいで 

すが冷やして召し上がっ 

て下さい。 

皆様の会費より拠出金を納めています。 

①Ｒ財団     188,700 

②RI 人頭分担金  132,729 

③規定審議会費    3,774 

④地区資金    170,000 

⑤国際社会奉仕資金 17,000 

⑥国際青年交換資金 25,500 

⑧RIJEC 維持協力金  3,400 

⑨ガバナー月信   32,640 

⑩ロータリーの友  44,880 

⑪米山奨学会寄付 204,000 

      計 822,623 円 

会員一人当たり 24,194 円 

7月の拠出金のお知らせ 

 

 


