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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 

 現在、同好会として活動しているのはゴルフ、バンド、
野球、マラソンですが過去には囲碁、旅行、写真などの
同好会が活動していた時期もありました。会員相互のコ
ミュニケーションは例会及び委員会活動だけでは充分と
は思えません。そこで同好会活動が非常に大きな存在に
なると思われます。同好会を立ち上げるに際しては、それ
ぞれに会長及び幹事を決め、無理のない内容で活動で
きれば会員相互の親睦がより一層図られ、ひいては退会
防止にもつながるのではないのではないでしょうか。 

１．君が代斉唱 

２．ロータリーソング      ″2700のマーチ ″ 

３．来客紹介 

４．出席状況の報告 

５．祝誕生  藤村 克成 君 S19年２月19日 
岸野   玲 君 S35年２月20日 
安東 秀夫 君 S22年２月27日 
紙上 義全 君 S53年３月１日 
溝上 智彦 君 S39年３月２日 
中村 克己 君 S45年３月２日 

６．会長の時間 

７．各委員会報告  

８．ニコニコボックスの報告 

９．幹事報告 

１０. クラブアッセンブリー  （第３G Ｉ・Ｍの報告）  

   報告：クラブ奉仕委員長 正木文久君、他出席者 

   幹事報告           幹事 髙橋 良知 

１）例会臨時変更のお知らせ  

 ★若松中央RC 

 ①３月８日（水）は12日（日）天山酒造㈱ 

 ②３月15日（水）19：00 ～旧 古河鉱業若松ビル 

 ③３月29日（水）18：30～場所未定 

 ④４月５日（水）18：30～場所未定 

 ★若松RC 

 ①３月６日（月）は４日（土）13：00～ 
   リーガロイヤルホテル小倉 

 ②３月13日（月）は14日（火）16：00～博多座 

 ③４月３日（月）18：30～場所未定  

 ★小倉南RC 

 ①３月21日（火）は休会 

 ②４月４日（火）18：30～松柏園ホテル 

本日の例会 （３月３日） 

次回の予告 （３月１７日） 
 

例会の記録 （２月1７日・ ２月２５日） 

（２月１７日） 

＜例会食事カロリー＞                    1,158 Kcal      

＜出席報告＞ 会員数  55名 
当日の出席者                45名 
ゲ ス ト／ビジター数             1／0名 
会員出席率                84.91％ 
２月３日の修正出席率   92.31％ 
ゲスト： 後藤 淳子 様（卓話者） 

 

（２月25日：第３G I・M）  

＜出席報告＞ 会員数  55名 
当日の出席者                55名 
ビジター数             35名 
会員出席率                100.00％ 
２月10日の修正出席率   90.38％ 
 

① ３月10日は先の２月２６日開催の音楽会に変更  

② ３月17日「安全でおいしい水とは ？ 水道水のおいし 
              い飲み方」 北九州市上下水道局水質試験所  
                                   所長              筧   秀美 様 
                                   水質検査係長 山口 理香 様 

     会長の時間         会長  江戸 達也 

  ＜2016～2017年度 ２月臨時理事会＞  議事録 

開催日 ２月17日 12：30～千草ホテル 

理 事 江戸達也、荒井俊勝、藤村克成、吉田総次郎、
正木文久、有松稔晃、大坪 隆、太田吉彦、篠﨑文保、
赤田隆一、井口昭彦、舟木和博、神尾康生、高橋良知 

＜議事録記録者：富田 稔＞ 

                                     
＜議 題＞ 

１）安増惇夫GE、及び大楠正子次年度危機管理地区委
員長より下記に推薦依頼。 

次年度（2017～2018）危機管理地区委員を岩崎員久会
員が推薦された。 
 

＜承 認＞ 

 



  各委員会報告 

１） 会報委員会            委員長 三島 靖男 

 本日の例会のゲストの後藤淳子様の漢字が間違ってお
りました。訂正の上、お詫び申し上げます。 

 
２） インターアクト委員会          井口 昭彦 君 

 自由ヶ丘高校にて、来週21日（火）に定例会を行います
のでぜひご出席ください。また、３月11日（土）のインター
アクト第３グループの合同例会は当I・A・Cがホストクラブ
となっております。 

  
３） 50周年記念事業委員会    委員長 吉田 総次郎 

 例会終了後、委員会を開催しますのでご参加ください。 

  

  誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒井 俊勝 君 

２月26日の音楽会でTHE MAY結成10年間の成果を出
せるか、今はそれしか頭にございません。 

 

櫻井 久紀 君 

お祝いのプレゼントを頂いても感激して５～６年も箱を開
けられず、家族からはプレゼントをもらうことがなくなりまし
た。48歳になりますが、今回の誕生日を機にタバコをや
めました。といってもまだ1ヶ月です。続くように頑張ります。 

  

廣田 豊 君 

今年の誕生日は、仲間１０人からのサプライズパーティー、
フェースブックでは180人から誕生日メッセージをいただ
きサイバー空間のやりとりが増えていることを実感しました。
普段Ｅクラブでメイキャップしていますが、サイバー会員と
言われないよう頑張ります。 

 
山口 典浩 君 

今年の誕生日を機に、年金という国からの誕生祝いを頂
けることとなりました。最近の興味は勉強です。今、勉強
すると腑に落ちることも多く、学ぶことを楽しんでおります。 

『 共 に 生 き 、 共 に 支 え 合 っ て 』 
  〜通訳ボランティアの現場から〜   後藤 淳子 様 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ジアからの活力を積極的に受け入れようとしています。し
かし、受け入れを推進するからには、外国人の方の生活
をサポートするソフトインフラの充実が不可欠であり、その
一環として生まれたのが、行政および医療通訳ボランティ
アです。今回、特に医療通訳の現場から、本市で生活す
る外国人の方の現状、課題、そして解決の糸口を探って
みたいと思います。 

 今や、医療機関で100人の患者さんのうち2人は外国人
という時代ですが、実際はそれ以上に、言葉の壁、保険
制度、医療費への不安等の理由で、受診を躊躇い、市
販薬で症状を紛らわせている方が多くいらっしゃいます。
勿論、通訳派遣によりサポートできるケースもありますが、
システム上、即時対応が難しく、低料金といえどもコストが
発生することから、なかなか患者さんのニーズに沿うこと
が難しいのが現実です。今後は、医療機関側にも外国人
の方を受け入れるための態勢づくりが必要になってくると
思います。待合室での英語表記の掲示、簡単な声かけ
ができるように医療英語の研修を行うなど、事前に少しの
準備をすることで、『この病院は自分たち外国人も受け入
れてくれる姿勢があるのだ』という心強いサインになります。
外国人在留者数が今後、更に伸びていけば、一医療機
関で対応できる問題ではなくなり、地域の医師会と市や
国際交流協会などの連携による組織的なバックアップが
求められるでしょう。「多文化共生のまち」である北九州市
で共に生活する者同士として、支え合うための態勢づくり
の必要性を感じています。 

 ２０２０年東京オリンピック・
パラリンピックを３年後に控え、
訪日外国人数の伸びは留ま
るところを知りません。政府の
ビザの戦略的緩和、免税制
度の拡充などの取り組みが
功を奏してか、その波は関東
のみならず、全国に波及して
います。現在、北九州市も人
口減少・経済の弱体化を阻
止するために、勢いのあるア 

  各同好会報告等 

１） ゴルフ同好会               松尾 和典 君 

 ４月２日、第４回コンペを若松ゴルフクラブにて開催いた
します。 

 ２月12日のコンペは、優勝 松尾、2位 藤村君、3位 吉
田君でした。昨年、12月11日の内祝会コンペは、優勝 福
田君、2位 大林君、3位 三島君でした。 

 

 ＜優勝のご挨拶＞               福田 学 君  

 ５年越しでようやく優勝しました。同組の富田さんから応
援目的かプレッシャー目的なのか、温かい言葉を沢山い
ただき、ハンデにも恵まれ優勝となりました。 

  

２） ご案内                   中村 克己 君 

 今年も多くのプロを招待して第14回青少年育成北九州
オープンゴルフトーナメントを開催します。広告協賛のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。 

‐ 卓話 後藤先生 ようこそおいで下さいました。本日
はよろしくお願いします。                     
有松 江戸 岸野 篠崎 伊豆 曽我部 髙橋 飯野
三島 中村 浜崎 是此田 藤村の諸君 

‐ 次年度は当クラブが当番です。２月25日のI・Mになる
べく沢山の方の参加をお願いします。    正木君 

‐ 昨日は音楽会の練習お疲れ様でした。楽しかったで
すね。         吉田 奥田 大坪 江﨑の諸君 

‐ 北九州マラソンに参加される皆様 がんばって下さい。 
                     赤田 小嶋の諸君  

‐ 誕生自祝       荒井 櫻井 廣田 山口の諸君 

‐ 早退のお詫び                   永吉君 

卓話 

ニコニコボックス （２月1７日）  



内容は3月3日の例会の卓話にて発
表予定です。 

２月２５日 第３グループ  
   Ｉ・Ｍの活動記録 
 

２月１９日 創立50周年記念事業 
   北九州マラソン大会の出走・応援の記録 

「ロータリーライフと奉仕を語ろう」 「第３Ｇ親睦ゴルフ大会 八幡西ＲＣ
が団体戦 優勝！」 

「八幡西ＲＣ 次期ガバナー補佐、 
 次期Ｉ・Ｍホストクラブのご挨拶」 


