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本日のプログラム＜第２１２５回例会＞ 
 

地区補助金事業 ソフトボール大会について 

Photograph  11月のお誕生日 坂岡会員 



皆さんこんにちは 

新型コロナの猛威

は息をひそめ福岡県

内の感染者数も一け

た台が続き、小中学校

においても例年より

少し遅れてまた短縮、

分散ではあるものの

運動会が開催され、修学旅行も近隣地を中心に行わ

れているようです。少しずつではありますがコロナ

前の日常を感じられるようになりました。 

 

苅田クラブとしては 11月 5日に 2カ月遅れではあ

りますが観月会として今期初めての夜間例会を行う

ことが出来ました。会員さんからは皆なでワイワイ

楽しめて久しぶりに苅田クラブらしさを感じたとい

う声もいただき会長として大変うれしく思いました。

青木理事兼親睦委員長大変お疲れさまでした。 

何とかして日常を取り戻したいという気持ちは子

供たちも大人である私たちも思うことは同じなんだ

と感じる 1週間でした。 

 

また、昨日は苅田インターアクトクラブの活動紹

介ビデオ制作におじゃましました。本来であれば

2700 地区内のインターアクトクラブが一堂に会し、

活動発表が行われる所ですが本年度は各校がビデオ

を作成しまとめたものを配布するということです。 

 

内容としては例年行われているホームステイ事業、

台湾研修などは渡航制限され、軒並み中止になり、イ

ンターアクトクラブの醍醐味が削がれる中でも昨年

度末に行ったマスクの制作と社会福祉協議会へ贈呈

の模様や普段の清掃活動等をうまくまとめていまし

た。折角ですので苅田クラブの例会でその活動紹介

のビデオを披露する機会があれば思います。 

 

さて、みなさんご承知の事とは思いますが、今月 11

月はロータリー財団月間であります。 

本年度苅田クラブではロータリー財団の地区補助

金を活用した苅田ロータリー杯小学生ソフトボール

大会を企画しいよいよ今月末の 11/28 に大熊公園で

開催されます。補助金申請においては本日行橋みや

こロータリーからお越しいただいた 2700地区のロー

タリー財団委員会の村上哲二委員にお手伝いいただ

きなんとか受理いただきました。 

 

そもそもこの事業のきっかけは本年度の事業を企

画する際に苅田ロータリークラブの事業として 30年

ほど前にソフトボール大会行っていたことを知り、

その大会に本年度の松本幹事が小学生でその大会に

参加していたということを知り、そのロータリーカ

ップが数ある大会の中でも非常に心に残っているこ

とを知ったからです。それは当時のロータリアンが

ソフトボール大会を盛り上げるために尽力したから

に他なりません。ただ、当時若かったメンバーも今は

クラブの大ベテランとなり当時を知るメンバーも少

なくなりつつあります。しかし、先日も私は小学生ソ

フトボール大会の見学に参りましたがスポーツに打

ち込む小学生のキラキラした姿や監督やコーチ、保

護者等関係者の姿勢は当時よりも熱いものを感じま

した。私の小さい頃は保護者が応援に来ることはあ

っても今のように積極的に運営に携わることはなか

ったと記憶しています。 

 

このソフトボール大会を契機にロータリークラブ

と地域が一体となった青少年育成事業としてまた、

地域を代表する大会となり、同時にロータリークラ

ブの代表的な事業に昇華させて苅田クラブを認知し

ていただく機会になればと思います。 

本日の例会がロータリー財団に対する理解を深め

る機会なることを願いまして会長の時間とさせてい

ただきます。本日も皆様どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2124 回例会記録〈11 月 12 日〉会長の時間 

12 月のクリスマス家族親睦会ですが、家族の皆様へ 

の感染リスクを考え、今年も去年同様、松本商店さん 

で会員のみのクリスマス会を行う事に決まりまし 

た。その分 12 月の会費は 4000 円プラスされます。 

11/28 日はソフトボール大会です。社会奉仕委員 

長の高山会員筆頭に準備が進んでいますので、当日 

は是非皆様のご参加をお願い致します。 

幹事報告 



 

 

 

 

「ロータリー財団を知ろう」 

▪ロータリー財団とは 

 The Rotary foundation(TRF) 国際ロータリーのロータ

リー財団 

1917年国際大会でアーチ・Ｃ・クランフが「世界でよい

ことをしよう」と基金の設立を提案し、最初の寄付26ド

ル50セントが基金に寄せられる。その後1928年に正式に

ロータリー財団が発足した。 

 

▪国際ロータリー(RI)とロータリー財団(TRF) 

・国際ロータリー公式標語 

超我の奉仕 

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる 

＊国際ロータリーの使命 

 国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダ

ーのネットワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さを推

奨し、世界理解、親善、平和を推進すること。 

・ロータリー財団公式標語 

世界でよいことをしよう 

＊ロータリー財団の使命 

 ロータリー財団の使命は、ロータリアンが人々の健康

状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保護に取り

組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平

和を達成できるようにすること。 

 

◎国際ロータリー（RI）とロータリー財団（TRF）は別

組織ですが、お互いに助け合い協調しながら行動する両

輪の歯車です。 

 

▪ロータリー財団の役割 

・地区補助金によって地域社会の活性化、発展をサポー

トする社会奉仕活動 

・グローバル補助金によって海外における地域社会の活

性化、発展をサポートする国際奉仕活動 

・ポリオプラス（ポリオの根絶）⇒ロータリー財団の最

重点項目 

・ロータリー財団奨学生の輩出、学業・生活面でのサポ

ート 

・ロータリー平和フェローシップによる世界平和に貢献

する人材育成のサポート 

・VVT（職業訓練チーム）のサポート 

 

ロータリー財団は「持続可能かつ測定可能」なプロジェ

クトを奨励しなければならない。 

 

 

▪７つの重点分野 

１， 平和の推進 

２， 疾病との闘い 

３， 水と衛生 

４， 母子の健康 

５， 教育の支援 

６， 地域経済の発展 

７， 環境の保全 ⇒今年度より追加された 

 

 

▪ポリオプラス 

最新のポリオの症例数は2021年10月19日、パキスタン1

名、アフガニスタン1名です。 

2020年8月にはナイジェリアで3年間ポリオ発症がなかっ

たので、アフリカからのポリオフリーが宣言されまし

た。 

ポリオワクチンの運搬用に開発された「コールドチェー

ン」という物流方法は、他のワクチンの運搬にも使われ

ています。 

 野生株ポリオの根絶が進むにつれて経口生ワクチン由

来の麻痺やワクチン由来ポリオウイルスがクローズアッ

プされるようになり、不活化ワクチンへの切り替えが進

められています。 

 

▪ロータリー財団への寄付者の承認（2700地区の累計） 

ポールハリスフェロー 4,269名 

1000ドルを寄付した方 

マルチプルポールハリスフェロー 1006名 

 2000ドル以上、9999ドル以下の寄付をした方 

メジャードナー 40名 

 10000ドル以上寄付をした方 

アーチクランフソサエティ 0名 

 250000ドル以上寄付をした方 

 

寄付承認を受ける場合、寄付は一括または累計でよい。 

 

苅田ロータリークラブ実績 

2020～2021年度 年次基金寄付 4400ドル 一人当たり

129.41ドル 

 

「あなたも毎年150ドル ポリオに30ドルを」 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rotary 財団 村上哲二地区委員長 卓話 

第 54 回第 1 グループゴルフコンペ  

田川ＲＣ主催のゴルフコンペ 

が 11/1４(日)に晴天の中行われ 

ました。第 3 位が桧槇会員、 

第５位が片岡会員です。皆様 

お疲れ様でした。 

 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

村上哲二地区委員 卓話をさせて頂きありがとうございました。 

渡邊  剛 2700 地区村上哲二委員、卓話ありがとうございました。 

松本  聡 村上哲二地区委員、卓話ありがとうございました。 

桧槇  敬 ニコニコします。 

廣田 琢磨 村上哲二財団委員ありがとうございました。また、先日の観月会の後に会長にご馳走になったので。 

坂岡 英俊 村上哲二地区委員ありがとうございました。そして誕生日プレゼントありがとうございました。 

片岡 孝市 村上様、卓話ありがとうございました。 

山口 勝弘 現場で不慮のトラブルで皆さんの協力のお陰で解決しました。感謝しています。 

竹部 武男 11/5 観月会を欠席しました。申し訳ありません。 

壁屋 好惠 Rotary 財団村上地区委員、卓話ありがとうございました。 

 

 

                                   達成率 35.6% 目標 750,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

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 松本商店 

12/17 外来卓話 パンジープラザ 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

事務局よりお知らせ 

 

 11 月 22 日     は事務局、お休みです。 

宜しくお願い致します。 

苅田町の町政だより「広報かんだ」に 

次回掲載される記事です。ぜひ見つけ 

てみて下さい。 

広報かんだに掲載されます 

 

 


