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Photograph 豊前海海岸一斉清掃プロジェクト 白石海岸

本日のプログラム＜第２１２１回例会＞
会員卓話

第 2119 回例会記録＜10 月 8 日＞会長の時間

の他松本幹事、屛直前会長、青木会長エレクト、坂岡副幹事に
加え、パスト会長として高城パスト会長、國永パスト会長を指
名いたしましたことをご報告いたします。
このメンバーで 12 月

皆みなさんこんにちは。朝晩は
ずいぶん過ごしやすくなり、秋の
気配を感じますが晴天がつづき

の第 1 例会に開催される苅田クラブの年次大会において次年度
の役員および理事の選任をおこなう予定です。
以上で会長の時間を終わります。

日中は日陰を探さないといけな
いほど暑い日が続いております
が本日もこうしてパンジープラ

第 2120 回例会記録＜10 月 17 日＞会長の時間

ザで通常例会が開催できること
を大変うれしく思います。

みなさんおはようございます。
ロータリークラブは今まで・平和構築と紛争予防、
・疾病予防

9/30 に解除された緊急事態宣言から 1 週間が経過し少しず

と治療、
・水と衛生、
・母子の健康、
・基本的教育と識字率向上、
・

つコロナ以前の日常が戻りつつありますが、各種の行事、イベ

地域社会の経済発展、の 6 つの重点分野を中心に世界中で活動

ント、お祭り等も自粛や縮小が相次いでおり、すっきりしない

してまいりました。

生活が続いております。これから冬に向けてコロナ感染の再拡
大を防ぎながらまた昨年と違い今年はインフルエンザが猛威

そして以前はロータリーといえばポリオの根絶という大き

を振るうのではないかとも云われておりますので会員の皆様

な課題に取り組んでまいりましたが、現在ではアフリカでの野

にはコロナ同様感染対策には十分ご留意いただければと思い

生株が根絶され、残るはアフガニスタンとパキスタンのみとい

ます。

う状態まで来ることが出来ました。そこで現在ロータリーとし
ては新たに・
「環境」という分野を追加いたしました。

前回 9/24 の例会においてもお話しさせていただきました通

先日アメリカ国籍の日本人である真鍋博士がノーベル物理

り、本日は ZOOM を活用しての WEB も併用しての例会を苅田ク

学賞を受賞したことは記憶に新しいところですが、まさに世界

ラブとして初の試みを行います。緊急事態宣言が解除されたと

が注目する重要な課題がこの地球の気候変動であり、環境問題

はいえ会員各々の事情等もあり例会場に足を運べない会員の

であると言えます。

ためにもこのオンラインを活用、併用した例会を継続していけ
ればと思います。

ロータリークラブは、過去 5 年間、グローバル補助金として
1800 万ドル以上が環境に関連したプロジェクトに充てられて

今月のロータリーテーマは【経済と地域社会の発展(米山月

きました。環境を支援する別個の重点分野を設立することで、

間】です。そして、本年度の２大事業の柱の一つである第 1 グ

ロータリアンが世界中の地域社会で好ましい変化をもたらし、

ループの合同事業である【SDGs な世界へ！海の豊かさを守ろう

より大きなインパクトを生み出す事業に取り組んでいます。

～豊前海一斉清掃プロジェクト～】がいよいよ来週 10/17 に迫
ってまいりました。

皆さんお気づきとは思いますがロータリーの活動は現在世

本年度職業奉仕委員長の結城さんが苅田ロータリーの LINE

界中で取り組んでいる 2030 年までに達成すべき持続可能な世

グループでも白石海岸の現状を配信いただきましたが、以前苅

界を目指す国際社会全体の目標である SDGs の取組そのものな

田ロータリーが清掃活動を行っていた時よりもかなり荒れて

のです。

きているのではないかと感じる会員も少なくないのではと思
います。私も現場を見てまいりましたが私の記憶の中にある白
石海岸とはかけ離れた印象です。

今回はロータリーメンバー以外の方々にも参加を呼びかけ、
賛同いただき参加いただいたわけですが、今回の豊前海岸清掃
一斉清掃プロジェクトは苅田 RC,行橋 RC、行橋みやこ RC,田川

最近では高城山の案内看板の設置、防犯カメラの設置、読み
聞かせの絵本寄贈など地域の現状に即した数多くの素晴らし

RC,豊前 RC,豊前西 RC の 7 クラブの第 1 エリアの合同事業であ
ります。

い事業を展開していることにロータリークラブの意義を感じ
ます。今回の白石海岸清掃事業、そして 11 月に行われる少年

この事業はこの海の豊かさを守ろうというテーマでおこな

ソフトボール大会も以前苅田ロータリーが行った素晴らしい

いますが、このプロジェクトは SDGｓの項目 14「海の豊かさを

事業ですが今年はこのさらにブラッシュアップして知己社会

守ろう」に合致します。

を見つめ直すような活動にしていきたいと思います。
現在世界のすべての課題であり、この清掃活動を通して SDG
さて、本日は 10 月の第 1 例会でございます。苅田ロータリ

ｓについて皆さんで考え、ブルーカーボン、グリーンカーボン

ーのクラブ細則の第 3 節で定められている通り、候補者指名委

について考えながら地域の海岸に関心を持っていただくと同

員会のメンバーを発表させていただきます。第 4 節に「会長」

時に少しでもロータリーの活動について知っていただく機会

「幹事」
「直前会長」
「会長エレクト」
「副幹事」に加え理事会の

になればと思います。

指名するパスト会長 2 の 7 名で構成されるとありますので、私

お子様のお誕生おめでとうございます!!

今月のお誕生日

杉坂会員、結城会員、高城雅春会員、廣田会員
お誕生日おめでとうございます！

お祝い有難うございます。待望の第一子が生まれ、お父さん
になりました。女の子です。今は赤ちゃんの夜泣きで大変で
すが、とっても可愛いし嬉しく思っています。
元気にすくすく成長してくれたらいいなと思っています。

坂岡 英俊会員

１０／8 の卓話

ロータリー奉仕デーについて

皆様、こんにちは。今回は10/1７のロータリー奉仕デーに向けて準備が進んでいま
す。白石海岸のごみも毎日のように見に行きますが日に日に増えているようです。今
回はごみを拾う事の注意事項をお伝えします。
海岸清掃前での注意事項
1. 波打ちぎわに必要以上に近づかないでください。
2. 回収するごみは人工物だけとします。 海藻などは回収しないでください。
3. 可燃ゴミ袋と不燃ゴミ袋の2種類しかありませんので、ビン・カンは不燃 ゴミ袋、ペ
ットボトルなど
それ以外は可燃ゴミ袋に入れてください。
4. 漂流木材および、 テレビ･冷蔵庫など家電製品は処分できませんので、
そのままにしておいてください。
5. 中身不明の液体が入った容器などは、そのままふたを開けないで回収してください。
中身の入っているスプレー缶は本部まで直接持ってきてください。
6. 注射針など医療廃棄物は、絶対に手でさわらず、 トングを使って可燃ゴミ袋に入れてください。
7. 回収したゴミ袋はもち手をしばり、本部テント横の回収場所に置いてください。
8. けがや事故、体調不良などのトラブルがあった場合、 本部のスタッフにお知らせください。
けっして無理はしないでください。
9. そのほか､ゴミの分別の判断など困ったことがあれば、スタッフ に聞いてください。

１０／１７

ロータリー奉仕デー 白石海岸清掃の様子

ニコニコ BOX

親睦委員長

渡邊

剛

結城委員長お疲れ様です。皆様 10/1７の参加よろしくお願いいたします。

松本

聡

オンライン 2 名参加して頂きました。ありがとうございます。

鈴木

公利

オンライン例会初回に記念して

坂岡

英俊

出産祝いありがとうございました。

青木

政憲

観月会のご参加に宜しくお願い致します。

高城

雅春

誕生日プレゼントありがとうございます。

杉坂

正徳

早退します。誕生祝いありがとうございます。

廣田

琢磨

誕生祝いありがとうございました。ニコニコします。

苅田ＲＣ予定表

政憲

幹事報告

日

内容

10/22

会員卓話

パンジープラザ

10/29

会員増強

〃

11/5

観月会

11/12

財団卓話
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青木

場所

ダイニングリャン
パンジープラザ
会 長

：

シュカール・メータ

＜第 2700 地区＞
＜苅田ロータリークラブ＞

ガバナー ： 貫
正義
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

10/1７の奉仕デーの駐車場の車の止め方に注
意して下さい。11 月の会費は通常通りです。
11/５に観月会をダイニングリャンで行いま
すので参加をお願いします。11/1４に田川ロ
ータリークラブ主催のゴルフコンペもありま
すのでそちらの方の参加もよろしくお願いし
ます。

晋州飛鳳ロータリーより事業協力のお願いが来ています。貧しい国の感染対策を支援する内容の協力です。
理事会では１０万位の協力で話合い進めていますので報告致します。
１.事業名：国際ロータリーグローバル補助金事業（インバウンド事業）
２．ホストクラブ：国際ロータリー3590 地区飛鳳ロータリークラブ
３．総事業費：156,500 ドル（176,852,061 ウォン）
４．焦点分野：疾病及び予防
５．事業内容及び目標：晋州市感染秒対応のための対策を支援し、2 次感染の拡散を防止し、感染病災難から市民の生命
を守ることを目的とする
補助金事業の資金計画
3590 地区：2 万ドル
飛鳳クラブ：4 万 100 ドル
地区参加 6 クラブ：1 万 8 千ドル
スポンサー地区：台湾（3502 地区）1 万ドル、フィリピン（3850 地区）3 千ドル
フィリピン（3820 地区）5 千ドル、韓国釜山（3661 地区）1 万ドル、
韓国全北（3670 地区）5 千ドル、全州南 RC3 千ドル
以上が現在決定された各地区よりの資金計画です。
また詳しい資料などが送られてきましたら皆様にお知らせいたします。

