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本日のプログラム＜第２１２４回例会＞ 
 

Rotary財団卓話  村上哲二地区委員 

Photograph 秋のダイヤモンド富士 
Photograph 阿蘇山 竹部会員提供 



 

皆様、こんにちは、 

本日もこうして

パンジープラザで

通常例会が開催で

きることを大変う

れしくお願いしま

す。 

 

9/30に解除された緊急事態宣言から 1カ月が

経過し、日常生活においては戻りつつある兆し

が見え始めております。というのも先日屛会員

とロータリー情報委員会の打ち合わせのために

ランチに行ったのですが、今まで昼食時はガラ

ガラだった飲食店が駐車場も客席も一杯でかな

りの待ち時間を経てランチを食べたというコロ

ナ前の状況に驚きと懐かしさを感じた次第です。 

本日も ZOOM を活用しての WEB も併用しての

例会を行っております。この ZOOM例会も定着し

レギュラー会員になりつつある会員もいらっし

ゃいます。このオンラインを活用した例会を継

続していいきたいと思います。 

 

さて、第 1 グループ合同事業が終わり、先週

は当初のプログラム通り会員卓話を執り行うこ

とが出来ました。坂岡会員、高山会員の卓話に

より共に案外知らなかった一面が垣間見れて苅

田クラブの皆様にはお二人をより近しく感じる

ことが出来たのではないでしょうか？ 

 

現在苅田クラブの平均年齢は 59.7 才でこれ

は 2700地区の平均を下回っているはずです。苅

田クラブの最年少会員が先週卓話をしていただ

いた高山さんの 37 才です。私は 45 才で入会し

たときはロータリークラブなんてまだまだ先と

思っておりましたのですごいなあと思います。

ちなみに苅田クラブの最古参である長江会員は

1980 年入会の当時 32 才だったと思います。そ

の当時の話は少し聞いたことはありますが今度

改めてその時のメンバーとかどんな雰囲気だっ

たとかを改めて聞いてみたいと思います。長江

会員の趣味は旅行、釣りということですので会

員旅行は欠席したことないんじゃないかと思い

ます。最高年齢は申し上げませんが、地区内で

も最年少は 20 代、最高齢は 90 代がいらっしゃ

いますのでまだまだ苅田クラブは若々しいクラ

ブともいえると思います。 

 

さて、本日は会員増強委員会杉坂委員長によ

る卓話でございます。この会員増強もクラブに

とっては欠かせない重要なことがらです。4 年

後の苅田 RC の 50 周年には 50 名で迎えられる

といいなあと勝手に思っているところです。ロ

ータリーに入会するときにクラブから贈呈され

る 2 つの額縁があります。その一つがロータリ

ーの目的ですがその目的はいうまでもなく【意

義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、

これを育むこと にある。】一言でいうと職業奉

仕ということだと思いますが、その後に 4 項目

が列記されております。その第 1 項目が「知り

合いをひろめることによって奉仕の機会とする

こと」とあります。つまりロータリーのロータ

リーたる所以はひとりでも多くの仲間を増やし、

集い、お互いを知り、語らうことにあると思い

ます。 

 

今後の活動として来週は当初予定されていた

プログラムの夜間例会に替え通常 10 月に行う

観月会として、場所を変えて行いますのでより

四つのテストにもありますように一層好意と友

情を深めていただく機会になればと思います。 

 

また先週は候補者指名員会の発足と選考委員

長決定の報告をいたしましたが将来の苅田ロー

タリーの舵を握っていただく大事な委員会です

ので 12 月のクラブ協議会には皆様にいい報告

が出来るよう務めてまいりたいと思います。 

 

そして 11 月末には本年度のもう一つの大き

な事業である少年ソフトボール大会も控えてお

ります。これまで自粛していた分を挽回すべく

皆様と共に素晴らしい時間にしてまいりたいと

思います。本日もどうぞよろしくお願いします。 

以上で会長の時間を終わります。 

 

第 2121 回例会記録＜10 月 22 日＞会長の時間 



 

 

 

 

会員現況(世界全体) 

・ロータリアンとローターアクターで140万人 (46,000クラブ) 

 

・世界に占める会員の割合は10年前と比べるとアジアが大きく増えて

いるが、アジア以外は全て減少しているのが現状 

 

・会員数の増減 (2020-2021年度) 

入会・再入会 +138, 000人 

退会     - 150, 000人 

 ※新会員の内、13,000人は一年以内に退会 

 

苅田クラブへの増強提案 

・会長・幹事中心にクラブ全体で共有しながら「毎年一会員一人推

薦』 を目指し実行する。 

 (会員全体で集まる時に会員増強に関する話を増やす) 

 

・衛星クラブ設立の推進 

第一グループ会長・幹事で提案して頂き、 第一グループ全体の衛星

クラブの設立を 

目指してほしい。 

 

・若い世代が入りやすく、 月額5,000円程度の会費で月2回 [夜間]の

例会を開く。 

 

・職種は問わず、会社員・主婦・退職後の方等様々な分野からの入会

が望ましいと思う｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大増強委員会 卓話 杉坂 正徳委員長 

11/5 観月会〈第 2123 回例会記録〉 

 

11 月 5 日金曜日の 18 時より 

行橋駅前の韓国料理のお店 

ダイニングリャンで観月会が 

行われました。9 月は緊急事 

態宣言中で出来なかった為 

コロナが少し落ち着いた 11 月 

になりました。久しぶりに楽し 

い時間を持つことが出来たと 

思います。 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

渡邊  剛 本日は杉坂委員長には増強卓話ありがとうございました。 

      推薦があがるように頑張ります。 

松本  聡 杉坂委員長、卓話ありがとうございました。 

杉坂 正徳 会員を増やしましょう！ 

鈴木 公利 博多東の衛生クラブに卓話に伺いました。若さ溢れる活気に満ちた例会でした。 

青木 政憲 11/５の観月会宜しくお願い致します。 

屏  正隆 杉坂会員卓話ありがとうございました。今日からロータリアンを見つけて読みたいと思います。 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 
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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 

11/19 ソフトボール大会について パンジープラザ 

11/28 ソフトボール大会 大熊公園 

12/3 クラブ協議会 パンジープラザ 

12/10 クリスマス家族親睦会 未定 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

11 月 4 日木曜日、苅田 IAC の例会が 

行われました。コロナ渦の為、例会も 

活動も立ち行かなくなっていましたが 

コロナも少し落ち着いてきたので 

少しずつ活動を再開していきたいとの 

事でした。また、メークアップもできま 

すので皆様のご参加を是非お待ちして 

います。 

ロータリーの友 11月号に掲載されました 

 

 

苅田ＩＡＣ例会 

 

 


