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本日のプログラム＜第２１４２回例会＞ 
 

 地区研修協議会 報告 

Photograph 誕生日祝い 

 



 

 

みな さんこんにちは 

 先 程、ご挨拶いただきました上田さんについてご存じの方

もい らっしゃる方も多いとは思いますが苅田町内で司法書士

を開 業しすぐに苅田 YEG に入会し活躍されております。本日

は 1 時間という限られた時間ですがロータリークラブの雰囲

気だ けでも感じていただければ思います。 

 

 まずは先日の 5/22(日)は本年度 2 回目となる第 1 グループのゴルフ大会が開催され、苅田 RC か

らは山口会員、河内山会員、矢野会員、國永会員、桧槙会員、片岡会員そして私の 7 名で参加して

参りました。 気になる結果は LINE グループで発表いたしましたが団体戦 1 位を獲得することが

出来ました。ただ団体戦 1 位を獲得しただけではなく山口会員がグロス：77 ネット：69 という輝

かしい成績で公人戦でも優勝を飾りました。さらにさらに山口会員におきましては世界中のすべて

のゴルファーの夢であるエイジシュートという偉業を成し遂げたことです。エイジシュートとは自

身の年齢と同じ若しくはそれより低いスコアであがることです。私が調べた限りでは細かい規定が

あり、日本エイジシューター協会がエイジシュートの規定を定めていて、「18 ホールの総距離が

6000 ヤード以上、女子は 5000 ヤード以上のコース」であるそうです。しかも、山口会員はシニア

ティといってレギュラーティよりも短いティからプレイティしてもよい年齢なのですが自分たちと

同じレギュラーティからプレイしてこのスコアですのでいかにすごいかが分かると思います。山口

さん年齢のことばかいいってすみませんがエイジシュートのご報告なのでお許しください。参加い

ただいた会員の皆様お疲れさまでした。 

  

さて、ゴルフの前日である 5/21 は 2700 地区 2022-2023 の地区研修・協議会が昨年に続き今年も

オンラインで開催されました。苅田クラブにおきましては青木会長エレクトをはじめ私も含め 12

名の会員が参加いたしました。西島ガバナーエレクトのあいさつにはじまり各担当者からの話がつ

づきいよいよ来年度がスタートするんだなあと同時に本年度も終わりに近づいたのだと感じました。 

 

 私はロータリー情報部門に参加いたしましたが、最近は RI 理事会の権限が増し、会員数の関係

から日本の意見が通りにくい状況があるようで、最近の MK の期限の 14 前後規定は否決される一

方で出席既定の免除されるなど、日本的な要素が排除されるような傾向があるようです。 

その最たるは RI の未来形成委員会（SRF）が出した 540 の地区と 540 人のガバナーを廃止し、28

の地域に分け 28 のカウンシルを選挙で選びロータ-アクトを加えて、立候補、選挙を行うというも

のです。 

尚、2024 年から試験運用を開始し、2030 年から全地域で開始するとのことです。今後はロータリ

ーも大きく変わりそうですので来年は私も皆様に報告できるよう情報を収集に努めたいと思います。 

本日も一日よろしくお願いします。 

第 2141回例会記録〈5月 26日〉会長の時間 

会長の時間     渡邊 剛会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区研修報告協議会 報告 

 

基盤向上委員会理事 廣田 琢磨 

現状の会員の推移ですがコロナの影響を受けて減ってきています。ただその

中でも数を伸ばしているクラブもあります。小倉東クラブなど増えているク

ラブは積極的に色んなことを試みています。今年からオープンロータリーと

いってオープンキャンパスの様な取り組みをしながら苅田クラブの魅力を伝

え、会員増強を試みていきたいと思っています。 

 

会長エレクト 青木 政憲 

通年なら博多に行き、終了後次年度のメンバーと語り合うのですが、今年度

は Zoom 参加という事でそれが出来ず残念でした。研修内容は PETS 研修と

ほぼ同じでした。その中でも西島ガバナーの意思を受け取りましたので、次

年度精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。 

ロータリー情報委員会 渡邊 剛  

① 今年度からMyRotaryは R情報委員会が担当する 

② 規定審議会で可否決された内容(一部) 

・ロータアクターがロータリーの例会に出席を許可する件・・・可決 

・事務総長の任期を 4年 2期までとする件・・・否決 

・人頭分担金を増額する件・・・可決 

・出席報告の提出義務の撤廃・・・可決 

・Mk期限を設ける・・・否決 

・出席既定の免除手続の規定を改正する件・・・可決 等々 

 

 

 

今日のお客様 

国際奉仕委員会 片岡 孝市 

国際奉仕委員会の研修は zoom の不具合があり 53 人中 23 人しかできず

残念でした。フィリピンの移動図書館以降コロナの影響で動けなかった 3

年間でしたが次年度は海外人道支援のプロジェクトを再開したいと考え

ています。地区補助金、国際活動資金、グローバル補助金等を活用して

いきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

広報公共イメージ委員会理事 竹部 武男 

決議 23.34 の中―「ロータリーが奉仕活動を選ぶ場合、宣伝を主たる目標にしては

ならない。ただ奉仕する機会を求めるべき」実際はこの決議に続きがあり「ロータ

リーの影響を拡大する一つの方法としてクラブが遂行した有益な事業は正しい広報

が行われるべきである」とも書かれている ポール・ハリスも 「自分だけで大勢

の人に影響を与えることは難しい。理解を得るにはロータリーアン以外を含めた多

くの人に働きかけることが重要だ」と述べておりロータリー広報を肯定していま

す。またロータリーのより良いイメージを作ることがロータリーアンの責務である

とも言われていますので、好ましい印象を抱いてもらうには、日頃から私たちロー

タリーアンがロータリー活動を発信することが大事かと思います。 

 

 

 

 

杉坂会員から紹介されました上田隆一郎と申します。 

苅田町で國永先生と同じ司法書士をしています。 

今日は皆様のお誘いもあり、ロータリークラブの雰囲気を

味わいに参加させて頂きました。今日はよろしくお願いい

たします。 

 



 

ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲 
 

渡邊  剛 上田様、入会お待ちしています。ありがとうございました。 

松本  聡 上田さん、入会お待ちしています。 

片岡 孝市 山口さん、エイジシュート達成おめでとうございます！ 

長江 三郎 お見舞いありがとうございました。 

井手口貞治 ニコニコします。     

高城 直紀 お誕生日プレゼントありがとうございました。 

鈴木 公利 遅刻しました。 

青木 政憲 ニコニコします。  
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原田 雄幸・太田 春吉・角田 成弘    
     

 

日 内容 場所 

6/5-6 親睦旅行 別府 

6/9 クラブ協議会 ブルーポートホテル 

6/16 委員会活動報告 〃 

6/23 夜間例会 松本商店 

6/30 休会  

苅田ＲＣ予定表 

 

 

幹事報告 

 

 
・6 月の会費は忘年会の 3000 円が追加さ

れて 20000 円になります。親睦旅行に参

加される方はそれに 28000 円追加になり

ますので 48000 円です。日帰りの方は

2000円の追加です。 

・廣田会員から推薦が 3 名上がっていま

す。異議申し立てのある方は松本までお

申し付けください。 

 

快気祝い 長江 三郎会員 

 

 

無事に退院出来ました。もう少し用心し

たら、皆様とお酒が飲めるようになるの

で楽しみです。 

本日のランチ 

 

 


