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みなさんこんにちは 

 昨日は、本年度の

第 1 グループの会長

幹事会が豊前の地で

開催されました。当

日は６クラブの会長

幹事が欠席なく全員

参加で各クラブの近

況報告を行いました。

行事ごとを終えてい

るクラブがほとんどですが、豊前西クラブでは

伝統である女子バレーボール大会が中止になる

等コロナによる影響はまだ尾を引いているのが

現状のようです。行橋みやこロータリークラブ

においては年末差し迫って会長、幹事が退会す

るというクラブが混乱した中であったようです

がプロ野球選手を招いての恒例の野球教室はな

んとか開催されたとのことでした。行橋クラブ

においてはみやこホテルの責任者が交代する中

で、窓口が定まらず交渉が進まないために商工

会議所であるとか、歯科医師会とか例会場を

転々としていたようで他のクラブにおいても例

会場で苦労してるのだなあと感じました。 

  

そのような中第 1 グループで初めてとなる衛星

クラブが行橋 RC をスポンサーとして会員 10 名

で年度末に発足する予定のようです。ただしコ

ロナ下のため式典等は小規模で行うとの事でし

た。 

 

ちなみに衛星クラブは 8名以上で結成可能で 20

名以上となった場合に、衛星クラブのままでい

るか、独立 したロータリークラブとなるために

加盟申請を行うかのいずれかを選択できるよう

ですので今後の活躍が楽しみです。そして今後

について話し合われ第 1 グループでは来年再来

年と周年行事が重なるようですので IM 開催ク

ラブの調整が議題に上がっておりました。苅田

クラブにおきましても 4 年後に 50 周年を迎え

ますのでそろそろ周年に向けての調整が必要な

のかなと思いました。この会長幹事会も 6 月に

田川で行われる新旧合同が最後ですので青木会

長エレクトと坂岡幹事エレクトと参加致します。 

苅田クラブにおいては 3 月に開催を予定してい

た会員旅行が延期されましたが今期中に開催し

ようと青木委員長をはじめとした親睦委員会メ 

 

 

 

ンバーが頑張っていただいております。とはい

え現在中国や台湾でも感染者が増加し、日本区

内でも一部地域で感染が再拡大しているのでこ

れから GW を迎えるにあたり大変心配なところ

です。 

  

さて、先週は本年度の地区大会が金曜日のゴル

フ大会に始まり、土曜日は RI 会長代理の講演、

晩餐会、日曜日は大会本番というスケジュール

で開催されました。その中でゴルフ大会に私の

他、片岡会員、高城直紀会員、桧槙会員、河内山

会員、廣田会員の 6 名で参加致しました。当日

は晴れ渡る春空の中で気持ちよくプレーするこ

とが出来ました。気になる成績ですが 200 名弱

の参加の中、片岡会員が 13 位、廣田会員が 20

位入賞という好成績を収めることが出来ました。

参加いただいた皆様大変ありがとうございまし

た。翌日の大会 2 日目は私の他青木エレクト、

鈴木会員で RI 会長代理であり 2550 地区パスト

ガバナー飯村慎一氏の講演を聞きました。その

中で自身は 2 代目経営者であり、業績不振に苦

しむ中でシカゴのロータリー会員であったハー

バート J.テーラーが作り上げた 4つのテストを

自身の会社を例にげて再建した話に始まり、組

織において必要なのは支配型のリーダーシップ

ではなく、「リーダーである人はまず相手に奉

仕しその後相手をみちびくものである」という

ことをナポレオンの例話を挙げ、戦地において

持場を離れた部隊に代わり前線で任務を遂行し

てその役割の重要性を説いたというサーバント

リーダーシップのお話をされました。まさに奉

仕や支援を通じて周囲から信頼を得て、主体的

に協力してもらう状況を作り出すということは

まさにロータリー活動そのものであると感じま

した。 

  

3日目は貫ガバナーの 2700地区現況報告では目

標会員数 3,400 人に対し 1 月末現在で 3,111 人

ということですが世界的な会員数が減少する中

で期首会員数から増加しているということで皆

様の尽力に感謝していました。3 日目の大会は

通常は 2 日間で行うところを 10 時～17 時半ま

で丸一日で行うというハードスケジュールで皆

さん大変ご苦労様した。 

さて、本日はこのあと地区大会に参加した会員

による卓話がございますので皆様と一緒に地区

大会を振り返りたいと思います。長くなりまし

たがこれで会長挨拶を終わります。 

第 2137回例会記録〈4月 15日〉会長の時間 



 

 

 

２日間に渡り参加させて頂きましたが、大会の内容の一部にて奉仕プロジェクトの概

要説明がありました。この事業の真意としては、基本の奉仕活動はもとより、地域の方々

を巻き込み、ロータリー活動を多くの方々に知って頂く事、また他クラブとの連携により

様々な情報交換から、互いのクラブにて相乗効果を生むことができる目的を知りました。 

来期は北九州開催の予定ですが、多くの皆様と参加できることを楽しみにしています。  

 

私は講演会と晩餐会にも出席しました。講演は栃木の電設関係の仕事をしている飯村

さんの話でした。ナポレオン率いるフランスがロシアに遠征した時の話をしてくれまし

た。野営の見張り番の兵士がうっかり居眠りをしてした時、ナポレオンが通りかかり、

怒るどころかその兵士の代わりに見張り番をしました。起きた兵士は怒られるのを覚悟

しましたが、ナポレオンが「私が代わりに見張るくらいここは重要なポストなのです 

      よ。」と諭しました。兵士は深く反省し感銘をうけたというのです。 

私もこのように社員の模範にならないといけないなと思いました。来年は北九州ソレイ

ユホールです。皆様一緒に参加しましょう。 

 

皆様こんにちは、4月10日の地区大会に参加して参りました。地区大会の報告と言う

ことですが、鈴木さん、青木さんがほとんど話してくれてますので、自分が言うこと

は、あまりないのですが、ロータリーに入会して初めて地区大会に参加させてもらいま

した。参加クラブ61クラブ、参加人数 945名と新型コロナウィルスの影響で、このよ

うな規模の大会 講演会は久しぶりでした。そして、九州交響楽団の演奏を生で聴けた

のは大変感動しました。あと、記念講演で安川電機の取締役 津田さんの講演も聞け、地元の企業ではありま

すが、安川電機の社長、会長を歴任された方のお話を聞き貴重な経験をさせてもらいました。来年度の地区大

会は、5月21日に小倉のソレイユホールにて開催されます。また来年も参加したいと思います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員卓話    地区大会報告  青木会員／鈴木会員/坂岡会員 

4 月のお誕生日 

地区より青木会員と坂岡会員

RLI 研修修了書が届きました。 

長い時間お疲れ様でした。 

 

地区大会  

4/8 糸島でのゴルフ大会 4/9 ホテルオークラで講演会・晩餐会

4/10 地区大会が福岡国際会議場で行われました。 

 

RLI研修修了書 

3 月の誕生日

は木部会員、 

4 月の誕生日

は沓脱会員

です。沓脱会

員は今年で

87 歳。まだま

だ元気でい

て下さい!! 



 

ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

渡邊  剛 鈴木会員、青木会員、坂岡会員卓話ありがとうございました。 

松本  聡 地区大会参加ありがとうございました。 

竹部 武男 ニコニコします。  

沓脱  壽 誕生日プレゼントありがとうございました。     

鈴木 公利 地区大会、RI 会長代理歓迎会に出席し、交流を深めてきました。4/2２は東京へ RI1a,2,3 

クラブ活性化セミナーに出席のメークアップです。 

青木 政憲 ニコニコします。 

桧槇  敬 ニコニコします。 

木部 義憲 お誕生日プレゼントありがとうございました。 

坂岡 英俊 ニコニコします。 

矢野  強 今年は結構な桜でした。4 か所巡り堪能しました。(秋月、浜の宮、今川、等) 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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＞ 毎週金曜日 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 

4/29 休会  

5/6 休会  

5/13 青少年奉仕卓話 三原文化会館 

5/20 外来卓話 三原文化会館 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

幹事報告 

 

 ・親睦旅行は 6 月 5 日(日)～6 日(月)に決

まりました。場所や日程などは決まり次

第お知らせします。 

・地区から推薦で杉坂会員のクラブ運営

支援委員会委員が承認されました。 

・パンジープラザがワクチン会場に使用

されるために使用不可となっている問題

で、ブルーポートホテルも候補に入れ検

討しています。場所、曜日等の変更も含

めて決まり次第報告しますのでよろしく

お願いいたします。 

 

本日のお弁当 

 

 

事務局よりお知らせ 

 

 

松本商店のお弁

当です。高山会員

いつも美味しく

作ってくれてあ

りがとうござい

ます。 

ゴールデンウイークの 

４／２９(金)～５／８(日)まで 

事務局はお休みです。(有給含む) 

よろしくお願いいたします。 

 


