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2016～2017年度 
八幡西ロータリークラブ 

週   報 

国際ロータリーのテーマ 

「人類に奉仕する  
     ロータリー」 

RI 第2700地区 富田英壽ガバナーのメッセージ 

   「基本に返って、魅力あるロータリーに」 
会長 江戸 達也 会報委員会 
副会長 吉田 総次郎 三島 靖男 木原 隆夫 高嶋 雅樹 
幹事 高橋 良知 福田  学  神尾 康生 梛野 晴司 

創立： 1967年6月2日   例会：毎週金曜日 12時30分       例会会場： 千草ホテル 

１．ロータリーソング 
   “日も 風も 星も ” 

２．来客紹介 

３．出席状況の報告 

４. 祝誕生   
  村山 大成君 
     （S 31年11月14日) 

    金久保 和君 
     （S 51年11月17日) 

  

   幹事報告           幹事 高橋 良知 

１）本日、例会終了後「11月度定例理事会」を開催。 

２）例会臨時変更のお知らせ 

 ★小倉ＲＣ：①12月16日（金）の例会は、15日（木）  
           18：30～リーガロイヤルホテル小倉 

             ②12月31日は休会 

    会長の時間         会長  江戸 達也  

 晴天に恵まれた11月５日、６日、50周年記念内祝会旅
行を無事終わらせることが出来ました。大変、楽しい時間
を過ごすことが出来、これもひとえに波多野委員長をはじ
め、委員会の皆様のおかげと感謝しております。参加さ
れた方々も間違いなく同じ感想を持たれたことと思います。   

 一日目の豊後高田での昭和30年代の学校給食再現ラ
ンチ（ビール付）、名物ガイドさん熱演のボンネットバスで
の街中観光や別府温泉地獄巡りなど、何処も「大人の修
学旅行」にふさわしく大変懐かしい気分に浸りました。旅
館での内祝会の「ドラえもん劇場」では、ドラえもんの有松
君、のびた君の神尾君、ジャイアンの金久保君、ジャイ子
の木原君、できすぎの三島君、すねおの福田君、皆ピッ
タリのはまり役で大笑いさせていただき、全員参加の国語、
音楽、体育、美術それぞれの授業では趣向を凝らした
ゲームで賑わい、思い出に残る楽しいものとなりました。 

 二日目はゴルフ組と観光組とに分かれ、私はゴルフに
参加しましたが、何しろ８年ぶりのゴルフで、不安反面、
100前後で周れると高をくくっていましたが、ゴルフは甘く
ありませんで、114をたたいてしまいました。唯一の慰めは
同伴の吉田君とスコアが同レベルだったことです。 

 最後になりますが、往きも帰りもマイクロバスを運転して
頂いた岩崎君に感謝いたします。お疲れ様でした。 

 

本日の例会 （1１月１８日） 

次回の予告 （1１月２５日） 

前例会の記録 （11月１1日） 

＜例会食事カロリー＞        950 Kcal      

＜出席報告＞ 会員数       56 名 

             当日の出席者  40 名 
                会員出席率  75.47％ 

                10月28日の修正出席率  88.89％ 

″Ｉ・Ｄ・Ｍの報告″ テーマ：50周年を盛り上げよう 

５．会長の時間 

６．各委員会報告 

７．ニコニコボックスの報告 

８．幹事報告  

９．卓  話 
   「新会員自己紹介」  
   櫻井久紀・梛野晴司の   
                           諸君 

   10月度 100％出席皆勤表彰者 

 稲冨 靖彦君  31年    小嶋 一碩君  21年 

 

   誕生祝い               

 

 

 

 

 

 

 

                              江戸 達也君 

 63歳になりました。私の家庭での誕生祝いは例年通り
妻からの「おめでとう」です。一番のお祝いは先日の内祝
会を大変楽しい会にしていただけたことでした。 

                              篠崎 文保君 

 私の誕生日は昭和26年11月11日、本日です。先日、夫
婦で高齢者の年金手続きに行ってブルーな気持ちに
なっていたところ、先日の非常に楽しい内祝会が吹き飛
ばしてくれました。                          

                         

  

   ＜2016～2017年度 11月定例理事会＞ 議事録 

１） 12月度例会プログラムについて 

2日： 2016～2017年度  “年次総会開催 ” 
（次年度、理事・役員の選出） 

9日：  “クラブアッセンブリー ” （上半期活動実績報
告と下半期へ向けて） 各委員会委員長報告 

16日： 例会を下記に変更 

  15日（木）18：30～千草ホテル （忘年家族会開催） 

23日： 祝日休会 

30日： 定款第６条第１節（Ｃ）の規定に依る休会 

   ＜ 上記承認＞ 

２） インターアクター活動の際のウィンドブレイカー購入
について＜毎年、引き継ぐこととする、予算は予備費
より支出する＞ 



‐ 誕生自祝。内祝会の皆様ありがとうございました。また、
お疲れ様でした。 

  江戸、柿本、奥田、髙橋、井口、是此田の諸君 

‐ 誕生自祝。内祝会の皆様おつかれ様   

                    篠崎、正木の諸君 

‐ 先日の内祝会、大変お世話になりました。私は感動し
ました。                          吉田君 

‐ 今日はお昼寝の時間です。ゆっくりおやすみください。                                         
岩崎君 

‐ 富田さん、RI2700地区第３グループ親睦ゴルフコンペ、
準優勝おめでとうございます。 

                                            藤村、大林の諸君 

‐ 内祝会、皆様おたのしみいただけましたか？  

          有松、江﨑、波多野、永吉の諸君 

‐ 出席31年 皆勤自祝                  稲冨君 

‐ 早退のおわび         伊豆、坂本、曽我部の諸君 

         委員会等報告     

（１） インターアクト委員会          金久保 和君 

 昨日、インターアクトクラブが開催され日々成長している
生徒に刺激を受けました。次回は12月8日（木）17時から、
自由ヶ丘高校で開催します。遊びに来て下さい。  

 

（２） 野球同好会               赤田 隆一君 

 12月3日（土）久留米にてRC九州地区親善野球大会が
開催されますが、参加メンバー不足で棄権の危機を迎え
ております。キャッチボールできれば大丈夫です。一肌
脱いで是非ともご参加下さい。 

卓話 

 2013年、新しい補助金プログラム（地区補助金・グロー
バル補助金・パッケージグラント）が導入されました。いわ
ゆる『未来の夢』プロジェクトです。 

 1917年に26ドル50セントの寄付から始まったロータリー
財団は、10億ドル以上の寄付を受けるほどの大きな財団
に成長しました。財団はこうして多くの方々に支えられ、
人道的分野や教育面で支援活動を続けています。 

 次に2700地区についてお話します。当地区の会員は
3,118名（7月1日時点）です。今年度、富田ガバナーは、
一人当たりの年次基金150ドル、ポリオ30（50）ドルを提唱
しています。現状は一人当たり84ドルで、日本全34地区
中32～33位を推移しています。補助金は３年前の年次基
金の50％が地区に戻ってきます。その50％が地区補助
金、50％がグローバル補助金です。当地区は毎年14万ド
ルで推移しています。 

 昨年度は地区補助金で18クラブ（19プロジェクト）が実
施されました。グローバル補助金では、２名の奨学生（ア
メリカ・イギリス）を排出しています。今年度は地区補助金
で15クラブのプロジェクト、グローバル補助金で平和フェ
ロー１名を審議中です。 

 また、穴井パストガバナー（博多RC)が推進委員長を務
めるポール・ハリス・ソサエティー（PHS）についてもお話し
ます。PHSとは、毎年1,000ドル寄付することをRIに宣言す
ることで資格を得ます。現在2700地区で37名、八幡西RC
は1名。富田ガバナーは各クラブ会員数の10%がPHSにな
るよう推奨しています。 

 ロータリー財団の意義をご理解いただき、皆様の温か
いご支援をお待ちしております。ロータリー財団委員会は
皆様の善意をお手伝いする委員会です。「主役はあな
た」です。 

 最後に、来年１月15日（日）に青少年奉仕委員会と合同
でロータリー財団創立100周年を記念して『青少年交流
フェスタ』を開催いたします。 

 皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 
 You Tube 「おしえてロータリー」もご参照ください。  

ニコニコボックス 

「ロータリー財団設立１００周年を記念して」 

ＲＩ2700地区ロータリー財団委員長               岩崎員久  

 2016～2017年度はロータリー財団創設100周年の記念
すべき年度です。 

 1917年アメリカ・アトランタの国際大会で、ＲＩ会長アー
チ・Ｃ・クランフによって「世界でよいことをするための」基
金設置が提唱されました。そして1928年にロータリー財団
と名づけられました。その後、「ポール・ハリス記念基金」、
「国際親善奨学金」、「ＧＳＥ」、「ＡＴＴ」、「マッチンググラ
ント」を開始しました。 

 1978年にはフィリピンで600万人の子供を対象にポリオ
の予防接種を実施。1985年に「ポリオプラス・プログラム」
を設置しました。ポリオ撲滅のプログラムはロータリー財
団が掲げる第一のプログラムです。昨年ナイジェリアから
ポリオがなくなりましたが、今年になって発症事例が報告
され、パキスタン・アフガニスタンの３か国になりました。   
 1978～88年、初めての平和フォーラムが開催され、
「ロータリー平和フェローシップ」創設になりました。 

    臨時総会 

 2016～2017年度「臨時総会」が開催され、既決定の10
名の指名委員により選考された次年度副会長の候補者、
岩崎員久君につき、会員に諮られ、承認された。 

（次年度副会長挨拶   岩崎 員久） 

 ロータリー財団委員長との兼任になりますが、江戸会長
からクラブ全部でバックアップするとの言葉をいただきま
した。来年はロータリー財団委員長も務め、再来年はクラ
ブの会長として頑張ってまいります。 

（誕生祝い ～ 続き～）                     

                        柿本 祐冶君 

 11月９日に還暦を迎えました。昨年から何度か還暦の
お祝いをしていただいていますが、実際に誕生日を迎え
ると複雑な気分です。私の目標は是此田さんのように
ずっと健康を維持してゴルフを続けることです。 

                        正木 文久君 

63歳になりました。中学の同窓会で薬や病気の話をやめ
ようと言っていた本人がずっと病気の話をしていました。
元気で長生きしたいとおもいます。 


