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活動方針

第 2147 回例会記録〈７月 7 日〉会長の時間

会長 青木 政憲

本年度の R I 会長テーマ「イマジンロータリー」、さらに当クラブ所
属２７００地区西島英利ガバナーによる「ロータリー、継続活動と変化」
がテーマと掲げられております。人間は想像力を持ち、個性ある夢や希望
を抱きます。そして、その目標へ継続行動することで変革をもたらし、形
となり初めて実現したものとなります。しかし、その過程において「何の
ため」にやるのかが重要であると考えます。仕事で例えるなら、お客様の
満足と喜びのためにベストを尽くし報酬を頂くのか。または、報酬や利益
を最優先とした業務を行うのか。人は生きて行く上で、つかの間の安堵・
日々の多忙さ・突発的な困難等で、本来の「あたりまえのこと」を忘れがちです。我々も日々の
ロータリー活動に於いて、常に「４つのテスト」を自問自答し、奉仕の理念を実践しなければな
りません。
2013 年、地元の先輩でもあります田辺さんより勧誘を受け苅田ロータリークラブに入会させ
て頂きました。入会の決断としては、田辺さんの私への日頃からの優しさ、おおらかさ、寛大さ、
いつも後輩に良くしてくれるこの人が言うならばと思い、入会を決断させて頂きました。
私は以前、美夜古青年会議所に在籍し活動していました。青年会議所時代はひとつの事業を行う
にあたり、膨大な議案書の作成、そして長期間長時間に渡る会議で沢山の猛者からのあらゆる指
摘を乗り越え、初めて事業を実行できるという、
非常に過激で過酷な団体でありました。
しかし、
今思えば自分に素晴らしい経験値を与えてくれた団体でもありました。
正直、ロータリークラブの印象はお金と時間のあるセレブな集まりだと思っていました。そし
て、この会で活動するにあたり、自分が以前青少年支援の委員長をさせて頂いた時ですが、簡素
な計画書を作成し、炉辺会合にのぞみました。正直、どんな指摘を受けるのか不安でありました
が、
先輩達は「お前が良いと思うなら好きなようにやれ、
ケツはいくらでも皆んなで拭いてやる」
「仲間がいるからお前らしく思い切りやれ」と笑顔で言って頂き気持ちよく事業を行うことが
出来ました。私自身、そうやって常に人に支えられ、人によって活かされていると実感する想い
から、本年度苅田ロータリークラブテーマを
～ひとのために～

今自分にできることを今はじめよう、と掲げさせて頂きました。

昨今、コロナ禍の影響もあり、ロータリー全体の会員数減少・出席率低下が目立っています。
その暗い傾向を打破するには、やはり我々一人ひとりがロータリアンとしての自覚を持ち、与え
られた使命をあたりまえにやることだと思います。また、高い会員数や出席率の記録を目標にす
ることも大切ですが、我々が「ひとのために」記憶に残る奉仕活動を行うことで、活気ある人間
力から魅力あるクラブを形成し、自然に会員拡大・出席率向上に反映するものであると信じてい
ます。
また、我々のロータリー活動は、家族や会社の支えがあるからこそ成り立つものです。突発的
な状況に優先順位が代わり、例会や事業などを仕方なく欠席する方もいますが、そんな時こそク
ラブのみんなで支え合い助け合う事が真のロータリープライドであり、苅田ロータリークラブ
の力と魅力を昇華する大切な機会であると思います。
結びに、我々は縁あってロータリークラブに入会し、たくさんの仲間と接する機会を頂きまし
た。このご縁は偶然ではなく、それぞれの皆さんの人生にとって何かしら意味のあるものだと思
います。その意味を輝かしいものにして頂くため、皆様の素晴らしい個性を存分に発揮して頂き、
クラブの活性化や地域の喜びをリアルに体感できる、心豊かな一年にして頂きたいと思います。
皆様のご理解ご協力を心から願うとともに、一年間どうぞよろしくお願いいたします。

第２回 渡邊会長杯 優勝

今年はコロナの影響で２回しか開催されませんでしたが２回とも天気に恵ま
れて楽しい時間となったようです。片岡会員、本当におめでとうございます！

2021-2022 年度 皆勤賞

渡邊年度の皆勤賞は 10 名でした。
渡邊 R、松本 R、青木 R、壁屋 R、矢野 R、沓脱 R、
鈴木 R、廣田 R、屏 R、中尾 R
一年は過ぎてみれば早く感じますが、１週間毎の例会を休ま
ず参加することはとても難しいことです。健康管理やスケジ
ュール管理がされてこその皆勤賞、おめでとうございます！

７月のお誕生日

毎年新年度スタートの誕生日は桧槙会員です。
今年は切子のグラスです。大好きなお酒を入れて楽しまれ
て下さい。いつまでもお元気で素敵な年の取り方をみせて
ください。おめでとうございます！

記念品授与
渡邊前会長には青木会長より、松本前幹事には坂岡幹事より
記念品の贈呈がありました。色々な事があった一年間、
お二人とも本当にお疲れ様でした。この記念品を見て頑張った
１年をこれからのバネにされて下さい。

7/7 メークアップ
青木会長のスタートのお祝いに行橋みやこロータリークラブより
松山貞徳会員、有門功太郎会員、田渕哲朗会員、
江本満会員、原田和博会員、平石正信会員
行橋ロータリークラブより寺崎貴之会員が駆けつけてくれまし
た。青木会長の交友関係の広さと人望の厚さのあらわれでしょう。
賑やかなスタートとなりました。皆様ありがとうございました。

ニコニコ BOX

親睦委員長

井手口

貞治

行橋みやこ RC
松山 貞徳 青木会長 1 年間頑張ってください。渡邊会長 1 年

杉坂 正徳 青木会長一年間頑張ってください。初日からすみ

間お疲れ様でした。

ません、早退します。

有門功太郎 青木会長ご就任おめでとうございます。

山口 勝弘 青木会長、今期宜しくお願い致します。渡邊前会

平石 正信 青木会長ご就任おめでとうございます。

長の例会で遅刻いたしましてニコニコ参加でき

江本

なくて申し訳ありませんでした。

原田

満 青木会長ご就任おめでとうございます。更なるご
和博

活躍をご祈念しております。

鈴木 公利 ニコニコします！

本日第一例会という事でお邪魔させていただき

福田 洋司 今期もよろしくお願いします。早退します。

ました。青木会長、坂岡幹事頑張ってください。

國永 修一 青木会長、坂岡幹事 1 年間よろしくお願いいたし

田渕 哲朗 青木会長年度の成功を祈念して。

ます。

行橋 RC

沓脱

寺崎 貴之 青木会長ご就任おめでとうございます。一年間の

河内山秀一 青木会長、坂岡幹事一年間よろしくお願いいたし

壽 ニコニコします。

ご活躍を祈念いたします。

ます。
廣田 琢磨 青木会長、坂岡幹事おめでとうございます！

青木

政憲

メイキャップの皆様ご来場ありがとうございま

高山

竣 青木会長、熱い思いのこもった挨拶ありがとうご

した。自分が行くときはお願いいたします。
坂岡 英俊 行橋みやこ RC 松山様、有門様、江本様、原田様、

ざいます。皆様一年間よろしくお願いいたします。
片岡 孝市 青木会長、理事の皆様 1 年間よろしくお願いいた

平石様、田渕様、行橋 RC 寺崎様、お忙しい中メ

します。

イキャップありがとうございます。

福田 洋司 ニコニコします。

青木会長、一年間ついていきます。行橋みやこ、

井手口貞治 目標１００万円！よろしくお願いいたします。

行橋の皆様ありがとうございました。

矢野

渡邊

剛

松本

聡 青木会長、坂岡幹事、新体制おめでとうございま
す！

強

青木丸の船出に行橋と行橋みやこさんのメーキ
ャップに感謝します。

壁屋

高城 雅春 渡辺会長お疲れ様。青木会長ご就任おめでとう！

好惠

青木新会長他新執行部の皆様一年間お世話にな
ります。皆勤賞いただきました。

高城 直紀 早退します。青木会長頑張ってください。

平田 弘作 ニコニコします！

桧槇

竹部 武男 ニコニコします。

敬 誕生日祝いいただきました。

幹事報告

苅田ＲＣ予定表

日

内容

場所

・社会福祉協議会より年会費 10000 円の
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ブルーポートホテル

7/28

会計報告

〃

納付通知が来ましたので支払います。
・田辺会員が 6/30 付で退会されました。

8/4

会員増強

〃

8/11

休会

＜2022～2023 年度ＲＩ＞

お盆休み
会 長

：

・神谷先生より今年度より顧問料の辞退が
ありました。通訳等の関係は今まで通り
変わりなくしてくださるとのことです。
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ガバナー ： 西島 英利
会 長 ： 青木 政憲
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ＳＡＡ ： 渡邊
剛
＜創 立＞ 昭和 51 年 6 月 28 日
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＜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・中尾 則子・沓脱 壽

事務局よりお知らせ
７/19 月 お休みとなりますので
よろしくお願いいたします。

