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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 髙嶋 雅樹 福田 学
幹事 髙橋 良知 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

ｃ

岩崎君が８回目のポールハリス
フェローに表彰されております。
今回は、ポールハリスフェローの
寄付累計が10,000ドルに達したメ
ジャードナー １となられ、名前入り
の特別なクリスタルも贈呈されて
います。

ご挨拶 岩崎 員久 君

ロータリー財団が100周年を迎え、
私が財団の地区委員長を務めて
いる記念もあり、母が亡くなった際
に皆様から賜りました御香料を含
め寄付させていただきました。

１．ロータリーソング " 我等の生業 "

２．来客紹介

３．出席状況の報告

４．祝誕生 山口典浩 君 S２８年２月14日

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 「共に生き、共に支えあって ～ 通訳ボラン
ティアの現場から」 歯科医師、 北九州国際交流協会 行
政通訳・医療通訳 後藤順子 様

幹事報告 幹事 髙橋 良知

１） ２月１９日（日）に開催される「北九州マラソン」開催につ
いてご案内のように応援集合場所が別紙のように決ま
りました。皆様の多数の応援お願いします。

２） 八幡南RC創立40周年記念式典・祝宴の参加者につ
いてお願い。

式 典・祝宴開催日：平成29年４月１日（土）

場 所：ホテルクラウンパレス北九州

登録受付：15：00 式典開始：16：00

登録料 ：10,000円 ※申し込み締め切り ２月28日

～当クラブが１０周年記念事業で誕生させた兄弟クラ
ブです。多数参加してお祝いしましょう～

３） 例会臨時変更のお知らせ

★八幡RC

２月14日（火）12：00～九州国際大学 KIUホール

★直方中央RC

①２月20日（月）18：30～樹

②２月27日（月）は休会

★八幡中央RC

３月６日（月）の例会は、７日（火）18：30～大谷会館

★小倉RC

３月31日（金）18：30～観山荘別館

★戸畑東RC

３月６日（月）の例会は、４日（土）13：00～リーガロイヤ
ルホテル小倉

★小倉東RC

①３月22日（水）は休会

②３月29日（水）18：30～ホテルアルモニーサンク２F

１月度 100％出席皆勤表彰者

是此田 穣 君 35年 岩崎 員久 君 21年

安東 秀夫 君 23年 永吉 大祐 君 １年

本日の例会 （２月17日）

次回の予告 （２月２４日）

前例会の記録 （２月10日）

＜例会食事カロリー＞ 1,150 Kcal

＜出席報告＞ 会員数 55名

当日の出席者 40名

ゲ ス ト／ビジター数 0／0名

会員出席率 76.52％

１月27日の修正出席率 92.59％

① ２月24日の例会は下記に変更

25日（土）13：00～九州国際大学 ＫＩＵホール

（RI第2700地区 第３G Ｉ・Ｍに参加）

② ３月３日（金）
″クラブアッセンブリー ″（第３G Ｉ・Ｍの報告）

会長の時間 会長 江戸 達也

誕生祝

江﨑 嘉春 君
誕生日当日は、家族６人、博多に

ててんぷらを堪能してまいりました。
54歳になりましたが、まだまだ野球
も頑張りたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。



‐ 創立50周年記念頑張りましょう。
伊豆、大坪、正木、江戸、柿本、髙橋、永吉、小嶋、
神尾（康）、稲富、中村、有松、安東、是此田、浜崎、
奥田、井上、曽我部、波多野、藤村、谷、吉田、髙嶋
の諸君

‐ 先週の職場訪問例会おつかれさまでした。入り口が
わかりづらくて大変申し訳ございませんでした。反省
しております。 太田（吉）君

‐ 別大マラソンに参加しました。優勝した中本選手には
1時間の大差をつけられましたが、3時間8分の自己ベ
ストで走りました。来週は北九州マラソン頑張ります。

赤田君

‐ ファロ大濠のオープンに際し、お花やご来場いただき
ありがとうございました！！ 舟木（和）君

‐ 有松さん 昨日はおいしいラムごちそうさまでした。
三島君

‐ 誕生日自祝 江﨑君

卓話

ニコニコボックス

クラブフォーラム

（創立50周年記念事業の今後の取組について）

創立50周年記念事業委員会 委員長 吉田総次郎

（１） 実行委員会構成及び委員紹介

（２） 是此田実行委員長から挨拶

会員一同、起立して頑張るぞーと気合を込めて発声

（３） 祝宴・内祝会 波多野委員長から挨拶

（４） 記念事業委員会 吉田委員長

・ ケント・ギルバート氏に講演依頼した経緯の紹介

・ マラソン、バンド、ゴルフ等の記念事業の紹介

・史跡保存事業のアイデアの紹介及び今後の検
討・決定を実行委員会に委ねることを決定

次年度（2017～2018）理事会

１） 2017年〜2018年度、委員会構成
（右記参照）

＜承認＞

ただし、会員増強・ロータリー情
報と職業分類・会員選考の委員会
分離が提案された。これは会員増
強と会員選考の長が兼任するとい
う矛盾から提案された。また、合わ
せて入会の際の手順の明確化を
細則変更で対応する。

２） 次年度、職業奉仕地区委員選出
について

＜承認＞

（会長とガバナー補佐に一任）

３） 次年度第3G. I・Mについて意見
交換

インターアクト 中村 克己 副委員長

23日に予定していた委員会は、自由ヶ丘高校にて21日
17時～に変更になりました。３月に開催される2700地区
のインターアクト第３グループの合同例会の前では、最後
の自由ヶ丘高校での例会です、ぜひご参加ください。

北九州マラソンについて

創立50周年記念事業実行委員会 赤田 隆一 君

50周年記念事業の一環で、８人の会員が北九州マラソ
ンに参加します。お手元の応援ちらしに記載のとおり、応
援者は、２月19日（日）９:15にスペースワールド駅に集合
してください。その後、イノベーションギャラリー隣に移動
して応援する予定です。

平成29年2月1日

吉田総次郎    （理　事）　吉田総次郎　　村山大成　　　

江戸達也 　　　　　　　　岩崎員久　　　大林清幸　　　

岩崎員久 　　　　　　　　富田　稔　　　　三島靖男

富田　稔 　　　　　　　　岸野　玲　　　　金久保和

金久保和 　　　　　　　　舟木和博　　　神尾康生　　　

神尾康生 　　　　　　　　緒方　忠　　　　江戸達也

　　　　　　　　谷　良樹　　　　小嶋一碩

　委 員 長 副委員長 委　　　　　　員

★江﨑嘉春、★松尾和典、★緒方忠

★山口典浩、★舟木和博

　　出　　　席 江﨑嘉春 波多野正信 ★奥田俊博

赤田隆一、★有松稔晃、★櫻井久紀

徳丸新哉、★梛野晴司

　 　 太田信博、太田吉彦、★海田宏顕、紙上義全

★櫻井久紀、篠﨑文保、曽我部駿介

中村勝己、中山一徳、★梛野晴司、福田学

会員増強・職業分類

会員選考 ・ロータリー情報

　　 プログラム（理） 舟木和博 髙嶋雅樹 飯野一義、井上俊司

谷　良樹

　　職 業 奉 仕 谷　良樹 伊豆統一郎 佐藤　進

村山大成

　　史跡保存・地域活性化 村山大成 浜崎　靖 稲冨靖彦、是此田穣

大林清幸

大林清幸 井口昭彦 荒井俊勝・★江戸達也

三島靖男

　　インターアクト 三島靖男 柿本祐治 髙橋良知、★永吉大祐

　　 青少年教育 廣田　豊 溝上智彦 ★奥田俊博

金久保和

★神尾康生

★海田宏顕

★有松稔晃

★神尾康生、★永吉大祐、正木文久

 会　　　 計　（役・理）

 会 計 監 査

 副 幹 事

 【 会長は総ての委員会に所属 】　　　★印は兼務

② 職業奉仕常任委員会（理）

③ 社会奉仕常任委員会（理）

④ 国際奉仕常任委員会（理）

国 際 奉 仕・米山・ロータリー財団

⑤ 青少年奉仕常任委員会（理）

 会 場 監 督　（役・理）

親睦・健康管理（理） 緒方　忠 坂本敏弘

山口典浩 藤村克成 安東秀夫、神尾榮一、★小嶋一碩、舟木義治

委　　員　　会　（案）　

委　員　会

① クラブ奉仕常任委員会（理） 岸野　玲 岩崎員久

   　会報・雑誌・広報 松尾和典 大坪　隆

　　　　　　　会場監督

会　　計

　　　　　　　＜ＲＩ2700地区 地区委員会＞　　　　　第３G AGV 　稲冨靖彦

　　　　　　　（職業奉仕部門）　　　　　職業奉仕委員　　　　

　　　　　　　（ロータリー財団部門）　　ロータリー財団委員長及び危機管理委員会委員　岩崎員久　　

2017～2018年度　役員・理事・委員会構成　

（役　員）会　　長

直前会長

副 会 長

幹　　事

ｃ

ｃ

八幡西クラブ ２月の例会・行事のご案内

① ２月19日（日）北九州マラソンへの参加・応援

② ２月5日（土）13時～ KIUホール（第３G I・M）
（ ２月24日の例会を変更）

③ ２月26日（日） 16:00～ ライブ バー アンディ
（3月10日の例会を変更）


