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本日のプログラム＜第２１４７回例会＞ 
 

 会長離就任式 

Photograph 読み聞かせの会に絵本寄贈 



 

みなさんこんにちは 

 昨日はマザーグースという女性団体が行っ

ている読み聞かせの会が馬場小学校で行われ

ましたので見学と同時に寄贈式を行いました。

私は昨年から 2 回目の参加になりますが前回

にも増してそのクオリティーに驚かせられま

した。今回は苅田町の広報と西日本新聞にも

取材にきていただきましたので広く市民の方

にこの活動とロータリーの活動を知っていた

だく機会になると思います。 

 さて、来週の最終例会は夜間例会ですので

本日の会長の時間が本年度最後の「会長の時

間」ということになりますが今日は私の 53回

目の誕生日です。本題に戻りますが本年度の

例会の会長挨拶の最後のテーマは「一年を振

返って」と決まっておりますのでこの一年を

少し振り返りたいと思います。 

本年度はクラブメッセージを「もっと行動し、

もっと成長しよう」というテーマにいたしま

したが一番成長できたのは他ならぬ私自身で

あると感じております。ここ数年を振り返り

ますと一昨年の前田年度の後半から始まった

コロナウィルスまん延により活動が制限され、

今まで当たり前に出来ていたことが全て中止

となり、昨年度の屛パスト会長も大変歯がゆ

い思いをいたことと思います。そんな中で思

いがけず会長という任を受け、こうして一年

を終えられるのも会員の皆様のお力添えがあ

ったからに他なりません。また 6 月の最終月

に上田会員に入会いただいたおかげで 34 人

→35 人(＋1)で青木年度に繋ぐことが出来る

ことをうれしく思います。 

昨年 7 月に 2021-2022 は始まりましたが令和

3年 6月 21日〜7月 11日はまん延防止措置期

間中であたったため外出制限のある中、炉辺

会合の場所も確保できないまま年度はスター

トし、7 月は 8 月に控えたガバナー公式訪問

に向け、資料作りのために皆さんに原稿を急

かして活動方針発表していただきました。何

とかガバナー公式訪問を終え、お盆休みが明

けた途端に今度は 9 月末まで 4 回目の緊急事

態発令という波乱のスタートとなりました。 

そんな中ではありますがメータ会長の掲げる

「ロータリー奉仕デー」は年度が始まる前か

ら 2700 地区第 1 グループで粛々と進められ

ており結城職業奉仕委員長を中心に何度も会

議を重ね 10/17 に白石海岸清掃を無事に行う

ことが出来ました。ただ、苅田工業高校 IACが

都合により参加できなかったの

は残念でした。 

本年度の苅田クラブのメイン

事業である青少年ソフトボー

ル大会も高山委員長をはじめ松

本幹事の采配により盛大に開催

することが出来ました。 

12月に入り家族例会は出来ませんでしたがク

リスマス例会、年末のチャリティーもちつき

大会については感染者が減少し落ち着いてい

たので 12/19 に苅田工業高校 IAC そして顧問

の先生方と一緒に事業が出来たことがうれし

かったです。年が明け 1/21には新年会、豊前

市海洋技術センターへの職場訪問例会、下記

小屋での昼食、その後すぐにまん延防止等重

点措置期間に入りました。1/29の行橋クラブ

主幹によるＩＭについては 3 年ぶりの開催で

した。今期の緊急事態宣言期間令和 3 年 8 月

20日〜9月 30日（4回目）令和 4年 1月 20日

～2月 20日がまん延防止等重点措置により例

会等の中止に至りました。その後は何とか例

会を再開できましたが青木エレクトの交渉に

より念願のﾌﾞﾙｰﾎﾟｰﾄホテルでの例会開催、そ

して木曜日開催を復活することが出来ました。

やはりホテルでの例会は私を含め会員の皆様

心地いいです。最後に 3 年ぶりの会員旅行に

つきましては片岡親睦委員の「行こう！」の

一言で私も青木親睦委員長も吹っ切れ開催と

なりました。片岡委員ありがとうございまし

た。参加いただいた皆様も本当に喜んでまし

た。また、IACについては 4名の新入会員が入

部しこれからが楽しみです。 

そもそも 2015 年 7 月に入会した私は当時ま

だ父親が現役のロータリアンだったために自

分はお客さんのような気持ちで参加していま

した。正直な話当時は親子でロータリーに参

加することに抵抗はありましたがその翌年の

2016年 8月にその父親が他界しましたので丸

一年親子でロータリアンであったことはロー

タリーが大好きだった父にとっても私にとっ

ても元々会話の少ない親子にとってかけがえ

のない時間となりました。私のスポンサーで

ある杉坂会員、屛会員には大変感謝しており

ます。 

ZOOMによるオンライン例会を実施していただ

いた松本幹事、皆勤で例会進行を務めたてい

ただいた中尾 SAA そしてみなさん一年間本当

にありがとうございました。 

第 2144回例会記録〈6月 16日〉会長の時間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動報告 

 

 

6/23 忘年会  松本商店にて 第 2146回例会記録 

 

親睦活動委員会は素晴らしい先輩たちから指導やアドバイスをもらいな

がら 1 年間活動してきました。最後は理事のみなさんから、「好きなよう

にしたらいい」という言葉をもらったのでのびのびさせてもらえました。

親睦旅行も限られた予算の中で楽しんでもらえたようでよかったと思っ

ています。ありがとうございました。 

奉仕プロジェクトからです。今年度は豊前海海岸一掃プロジェクトで白

浜海岸を清掃したり、小学生ソフトボール大会、餅つき大会とコロナの中

であっても活動していけたのではないかと思っています。私はほぼ何も

していませんが委員長の皆様が頑張ってくれたのでありがたく思いま

す。 

 

Rotary 財団、米山奨学委員会からです。今年度は米山に渡邊会長、桧槇

会員が寄付、Rotary 財団へは桧槇会員と鈴木会員、ポリオプラスに矢野

会員が寄付されています。会員 1 人 1 人からも米山奨学会へ 6000 円/年

の寄付が毎年行われ、苅田ロータリークラブとして 19000 円/年と第 1.2.3

グループの中でも 2 位という位置にいる事が誇らしくあります。 

会員基盤向上委員会です。苅田ロータリークラブの 50 周年に向けて会員

50 名を目指したいと思います。満足度アンケートを集計して例会の在り

方で満足度決まることを実感しました。新人研修もコロナで中々できま

せんでしたが体制をつくり実施していきたいと思っています。 

毎週の週報の作成と、マイロータリーの推進、そして会員増強に貢献できるこ

とを目標にしておりました。週報も皆さんからの写真等を送ってもらい関心度

を高めようと思っていましたが、マイロータリー推進も含め、あまり上手くい

ってなかったように思います。各奉仕活動のロータリー奉仕デー及びソフトボ

ール大会については、西日本新聞と苅田町広報に掲載してもらうことができま

した。全般的に事務員さんにほとんど頼ってばかりだったかと思っておりま

す。次年度頑張ります。 

 

 

渡邊会長から馬刺し、高山会員からお酒の

差し入れありました。 

渡邊会長、松本幹事、中尾 SAA 一年間お

疲れ様でした。ありがとうございました。 

 



ニコニコ BOX                 親睦委員長 青木 政憲  
 

渡邊  剛 1 年間お世話になりました。来週の夜間例会を楽しみにしています。 

松本  聡 1 年間お世話になりました。どうにかやり抜くことが出来ました。 

屛  正隆 理事の皆様お疲れ様でした。渡邊会長お誕生日おめでとうございます。早退します。 

青木 政憲 渡邊会長、残り 1 回の夜間例会でバシッと決めてください。 

坂岡 英俊 渡邊会長、お誕生日おめでとうございます。ニコニコします。 

高城 直紀 渡邊会長 1 年間お疲れ様でした。そしてお誕生日おめでとうございます。青木エレクト 

      昨夜はお世話になりました。 

桧槇  敬 ニコニコします。今年度は 3 万でしょうか?    

杉坂 正徳 私のニコニコ目標 3 万円に達しました。苅田町読み聞かせの団体にも引き続き支援お願いします。 

山口 勝弘 渡邊会長、1 年間ご苦労様でした。 

鈴木 公利 バッチ忘れました。 

片岡 孝市 会長初め理事の皆さん、1 年間ありがとうございました。 

福田 洋司 ニコニコします。 

井手口貞治 ニコニコします。 

矢野  強 今季最後のニコニコです。お疲れ様でした。    

壁屋 好惠 出席率 82%おめでとうございます！       

平田 弘作 早退します。                    

 6/23 忘年会  

青木 R、井手口 R、壁屋 R、片岡 R、官見 R、木部 R、沓脱 R、坂岡 R、杉坂 R、鈴木 R、高城直 R、竹部 R 

高城雅 R、中尾 R、桧槇 R、屏 R、松本 R、渡邊 R、上田 R、    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2022～2023 年度ＲＩ＞  会 長  ： ジェニファー・ジョーンズ 

＜第 2700 地区＞            ガバナー ： 西島 英利 
＜苅田ロータリークラブ＞    会  長 ： 青木 政憲 

幹 事 ： 坂岡 英俊 
ＳＡＡ ： 渡邊  剛 

＜創 立＞ 昭和 51 年 6 月 28 日 
＜例 会＞ 毎週金曜日 12：30～ブルーポートホテル TEL 093-475-8844 
＜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 

    
     

 

 

 

日 内容 場所 

7/14 活動方針 ブルーポートホテル 

21 〃 〃 

28 〃 〃 

8/4 会員増強 〃 

8/11 休会   お盆休み 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

幹事報告 

 

 
交換留学生の件です。問題は受け入れ家庭

と費用の問題でしたが、渡邊会長のご子息

を是非交換留学生として送り出したいと

いう事です。費用と受け入れの 2 つの問題

は渡邊会長が持つという事ですが、これで

承認して頂けないでしょうか? →承認 

一年間、幹事として頑張ってきましたが至

らない事も多かったと思います。本当に皆

様ありがとうございました。 

6/16 は渡邊会長の誕生日で青木会員から

ハピバースディの歌のプレゼントです。 

プレゼント 

 

 


