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みなさんこんにちは 
2011年 3月 11日（金曜日）14時 46分に発生した東日本大震災から 11

年が経ちましたが多くの皆様にとってはまだまだ記憶に新しいのではな

いかと思うところであります。 
 
話はかわりますが苅田 RCにおきましては 1月 21に職場訪問例会という

ことで結城委員長が担当で福岡県海洋技術センターを訪問し、卓話をいた
だいた後に隣接するうみてらすのかき小屋で昼食をとりました。その後す
ぐに福岡県でまん延防止等重点措置が指定され苅田 RC も例会の自粛期間

にはいったということです。そんな中ではありましたが 1月 29日には行橋
RC主幹でみやこホテルにおいて IMが行われ第 1グループの会長、幹事をはじめとした限られた参加者で
行われました。そんな中でも苅田からは多くの方に参加いただきありがたく思いました。ZOOM 参加もふ
くめて皆様においては長時間お疲れさまでした。したがって通所例会は 1/14に行われたクラブ協議会以
来約 2 カ月ぶりということになります。余談ですが現在みやこホテルでは福岡県によるコロナワクチン
の集団接種会場として使用されており、つい先日私自身も 3回目の接種を終えた所です。 

 
さて、3月のロータリーテーマは水と衛生月間です。2月は平和と紛争予防月間でした。また来月は母

子の健康というような問題は日本で生活している私たちには今ひとつピンとこない部分ですが、世界の
中ではまだまだ解決されていない大きな問題です。 
そして皮肉なことにロータリークラブにおける 2月は平和と紛争予防/紛争解決月間のであり、オリン

ピックが終わったとはいえパラリンピックの最中にロシアによるウクライナ侵攻が行われたことは非常
に残念で悲しく思うと同時にロータリアンとして何か出来ないかと思うのは世界中の多くのロータリア
ンの感じることだと思います。ここで国際ロータリーの声明文をご紹介いたします。 

  
ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明 
ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲惨な状況となっています。 

ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、人命の喪失および人道的苦難が深刻化していることを

深く懸念しています。ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけでなく、欧州と世界
にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。 
世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」を世界的使命の礎としてきました。私た

ちは、国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対立解決のための外交努力の
再開を求めます。 
過去 10年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、親善

を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組んできまし
た。私たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウクライナのロータリー会員や人びとのために祈
ります。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を尽
くします。 

 
そのような中で現在、ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置しておりま

す。この災害基金は MY ROTARYからログインいただけたら日本円で 5,000円から支援が可能なシステム
になっております。そしてウクライナとその隣接地域は地区当たり 5万ドルの補助金が申請出来て、水、
食料、シェルター、衣料品、衣服の他難民や被災者の支援に利用できるとの事です。ぜひ会員の皆様ひと
りひとりの善意を形にしていただければと思います。 

  
早速私も MY ROTARYから支援をいたしました。ただサイト自体は日本語ですが入力画面は英語ですの

で少し戸惑いましたが、要は自身の住所氏名とクレジットカードの情報を入力すれば何とかなります。
この機会に是非 MY ROTARYを活用していただければと思います。必要であればお手伝いいたします。 
因みに現在の国際ロータリーの事務総長は米国出身のジョン・ヒューコ氏というのは 1990年にソ連崩

壊後に誕生したキエフクラブの創設に尽力した方のようです。 
 
 今日は久しぶりに皆さんと顔を合わせられましたのでこのあと一言づつ近況を教えていただければ

と思います。 

 

第 2132回例会記録〈1月 14日〉会長の時間 



 

 

 

皆様こんにちは、１月23日、2月6日、２月20日の３日間 RLI（ロータリー・

リーダーシップ研修会）に青木会長エレクトと参加して参りました。 

3日目の２月20日には、ディスカッションリーダー（講師）として鈴木さんも

参加されました。 

その事について、お話させて頂きたいと思います。 

今回のRLIは、次年度ガバナー補佐、会長、幹事が対象で、参加者約80名程度

の方達を１２～１３名のグループに分けての質疑応答形式で9：30～17：00ま

でと長時間にわたって研修を受け、久しぶりに学生に戻った気分でした。 

ロータリーについて、とても詳しく知ることが出来ました。 

 

内容といたしましては、例えばロータリーとはどういう団体かを、中学生に説明するのにあなたなら、どうい

う風に説明しますか？等や、国際ロータリーの使命とは 世界理解、親善、平和を推進すること。 

ロータリー財団の使命は世界理解、親善、平和を達成できるようにすること、といった感じで幅広い内容で他

倶楽部の方々の貴重な意見が聞けて多くの学びを得ることができました。 

次年度、青木会長エレクトと共に１年間頑張っていきたいと思います。 

 

そして、今月は「水と衛生月間」となっています。 

毎月、強化月間があるということも、RLIに参加して初めて知りました。 

2030年までにすべての人に安全な水と、衛生設備、衛生環境を提供するという、ロータリーの目標達成に向け

た取り組みを呼びかけています。 

「水と衛生月間」ということで、衛生と関わりがあるか分かりませんが、自分の仕事に関してお話させて貰い

たいと思います。 

苅田町で可燃ゴミの収集をしており、残飯などを扱うなかで衛生面に関しては、常に気をつけています。 

特に今は、コロナウィルス等の対策として、ごみの回収後のアルコール除菌、うがい、手洗い等、徹底して行

っています。 

皆様、ゴミの分別のご協力、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLI研修について    坂岡 英俊会員 

第 1回渡邊会長杯ゴルフ優勝 屛会員 

（財）ロータリー米山記念奨学会は、勉学・研究を志して日

本に在留している外国人留学生に対し、国際理解と親善を深

めるために、全日本のロータリアンの寄付金を財源として、

奨学金を支給・援助する民間最大の奨学団体です。 

平田会員は初めて個人の米山功労者になりました。 

桧槇会員は毎年米山功労者で計 170 万のメジャードナーで

す。ありがとうございました。 

苦節十数年越しの優勝

です。 

とても嬉しく思いま

す。 

コロナで中々開催も難

しいですが、 

また渡邊会長杯がある

のを楽しみにしていま

す。 

米山功労者表彰式 

長江会員、松本会員、山口会員、 

中尾会員と 1 月の平田会員です。 

長江会員は 74 歳になりました。 

元気な現役です。これからも若々し

く年を重ねてください!! 

 

2月のお誕生日 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

渡邊  剛 久しぶりなので少し多めにニコニコします。 

松本  聡 お誕生日プレゼントを頂きました。ありがとうございました。 

屏  正隆 早退しますのでニコニコします。 

青木 政憲 早くコロナがなくなります様に。 

高城 直紀 坂岡さん、卓話お疲れ様でした。 

壁屋 好惠 お久しぶりです。 

福田 洋司 ニコニコします。  

平田 弘作 お誕生日祝いありがとうございました。 

桧槇  敬 米山功労者の表彰を頂きました。 

坂岡 英俊 ニコニコします。 

井手口貞治 ニコニコします。 

長江 三郎 誕生日祝いありがとうございました。 
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日 内容 場所 

3/25 PETS 報告 パンジープラザ 

4/1 夜間例会 松本商店 

4/8 → 4/10 地区大会 福岡国際会議場 

4/15 地区大会の卓話 三原文化会館 

4/22 会員卓話 三原文化会館 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

幹事報告 

 

 ・韓国晋州飛鳳ロータリーからの要請が

あった多目的救急車のへの寄付が完了致

しました。$1000 に対し円が 115 円です

ので 115000 円と手数料$50 の 5750 円を

グローバル補助金に振り込みましたので

ご報告致します。 

・4/１は例会場の都合で夜間例会を松本

商店で行います。SAA 費 2000 円と 4 月

の会費より 3000 円いただく形になりま

すのでよろしくお願いいたします。 

・福岡銀行の口座振替が 7 月度から有料

になります。毎月 3740 円かかるという

事なので福岡銀行をご利用の会員は 7 月

より 200 円の手数料が会費に加わります

のでよろしくお願いいたします。 

・4 月よりパンジープラザの大研修室が 

コロナのワクチン会場になるかもしれま

せん。会場の変更が余儀なくされれば三

原文化会館に変更になる可能性がありま

すのでお伝えしておきます。 


