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2017～2018年度

会 長 吉田総次郎

副会長 岩崎 員久

幹 事 富田 稔

例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984

例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

RID2700地区安増惇夫ガバナーメッセージ
『拡がりは変化をもたらします』
3つの拡がり

①会員の拡がり ②奉仕の拡がり ③対外広報の拡がり

次回例会のお知らせ 7月２８日 クラブフォーラム 職業奉仕について 職業奉仕委員会 委員長 谷 良樹 君

前会長 竹中 梨里子 さん
平成29年3月23日～25日に二泊三日で台湾研修に行きました。
福岡県・佐賀県を含む高校30校31名で参加しました。1日目は台湾の原
宿と言われる西門町を日本語を学んでいる大学生に案内してもらいまし
た。2日目は樹人高級家事商業職業学校の訪問がありました。美容・保
育・調理・パソコン・カクテルの5つの学科に分かれて体験授業を受けまし
た。学科体験の後には歓迎行事があり素晴らしい歓迎を受けました。私
たちもお礼としてダンスを披露しました。3日目は故宮博物館に行き、台湾
での最後の食事にモンゴリアン・バーベキューを食べながら思い出話をし、
あっという間の二泊三日が終わりました。インターアクトの活動で数え切
れないほどの出会いがありました。何かの縁で繋がることが出来た出会
いをこの研修だけにとどめる事なくこれからも続けていきます。今回の研
修で得たものを自分に存分に活かし、また、私は今日で引退ですが後輩
を含め多くの人に伝え、繋げることもしっかり果たして行きます。八幡西
ロータリークラブの皆様、今日まで有難うございました。

ROTARY:MAKING
A DIFFERENCE

51年目の新年度が始まりました。伝統と誇りをしっかりと胸に持ってス
タートします。また、九州北部水害に対して出来ることを検討します。
本日はIAの皆さんが来てくれています。一緒に学んでいきましょう。
乾杯！

八幡西ロータリークラブ

自由ヶ丘高等学校IACの活動について

会長の時間

《会報委員会》
松尾 和典 大坪 隆 赤田 隆一
有松 稔晃 櫻井 久紀 中村 克己
梛野 晴司

前副会長 福井 琴絵 さん
今回の台湾研修での現地の方々の私達への対応から、思いやりの心を
持ち、積極的に行動することを学びました。貴重な体験をさせて頂き有難
うございました。

新会長 久保田 花果 さん
私がIAに入ったきっかけは、募金活動を通じて｢人のために何かをする｣
と言う事にやりがいを感じたからです。今後は部のメンバーや友人にも、
｢やりがい｣とか｢人のために何かをする素晴らしさや嬉しさ｣を伝え、積
極的に活動してこの部をより良いものにしていきます。

顧問 菖蒲 淳 先生
こんにちは。今年度から自由ヶ丘高等学校のIAクラブ顧問
となりました、顧問になって3ヶ月で、まだ解らないことが沢
山ありますが、頑張っていきたいと思いますので皆様宜しく
お願いします。
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【ニコニコボックス】

○稲冨ガバナー、補佐をよろしくお願いします。
中塚睦彦 君
○インターアクト生を歓迎して。
三島、神尾康生の諸君
○自由ヶ丘高校インターアクトクラブの皆さん、今日
はよろしくお願いいたします。誕生自祝
井口君
○吉田会長、富田幹事の活躍を祈る。
伊豆、緒方、岩崎、貞方、正木、大坪、髙橋、有松、
篠崎、舟木義治、是此田、安東、江戸、荒井、江﨑、
井上、藤村、村山、小嶋、波多野、浜崎、中村、髙嶋、
谷、松尾の諸君

○本年度スタートが災害休日でした。本日からいよ
いよ始まります。宜しくお願いします。
吉田君
○今期はガバナー補佐を務めます。皆様のご協力を
お願いします。
稲冨君
○誕生自祝
伊豆、富田、赤田の諸君
○早退のおわび
太田吉彦

八幡西ロータリークラブ
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祝 誕 生

伊豆統一郎 君
本日は誕生祝いを有難うございました。
私は昭和9年7月5日生まれで本年で83歳になりました。
この度は朝倉市を中心とした地域で大水害に遭われ亡くなられた方々に
心からお悔やみ申し上げます。又、被災地の一日も早い復興を祈って
おります。
（恒例により誕生祝の品のお披露目を行って頂きました。）

井口昭彦 君
7月5日で58歳になりました。伊豆さんと赤田さんは7月5日で富田さんは7月3日。
この辺りの誕生日の人は高校生くらいまでは期末試験にあたり忘れ去られてい
ます。今は社労士をしていますが、この時期は労働保険と社会保険の更新時
期で一年で一番忙しく忘れ去られています。この前の誕生日には娘がマグカッ
プをプレゼントしてくれました。ただ、その一週間前に小遣いをねだられたので、
そのお金がマグカップに代わっただけでした。他には何もない誕生日でした。

富田 稔 君
7月3日で58歳になりました。毎年のことですが、家では家内と娘から最低
限の事はして貰いました。一番嬉しかったのは孫がテレビ電話で『ジジ お
めでとう』と言ってくれた事です。孫との会話を温かく感じていた時に吉田さ
んから携帯に着信がありました。かけ直してみると麻雀のお誘いでした。
『今日は誕生日なので』と言うと『お前にも誕生日があったんか？』で終わ
りました。

赤田隆一 君
誕生祝い有難うございました。54歳になりました。
ウチも今年の春から一人娘が東京に行ってしまい、夫婦二人の緊張した生活
が始まりました。会話もギクシャクしていて家内との距離感がつかめない日々
が続いています。私は日頃から趣味で走っています。今年の秋の福岡マラソ
ンの参加抽選に当たらないだろうと思い家内の分と一緒に応募したところ、家
内が当選しました。それを私の誕生日に伝えると家内はブチ切れ今も家の中
の空気は凍った状態です。またこの事をロータリーで喋ったのが伝わってもま
ずい状況になるかと思います。それでもこれからも二人でうまくやって行きた
いと思います。
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例会情報

【本日の例会】

2017年7月21日（金）
1.ロータリーソング

『手に手つないで』
2.来客紹介
3.出席状況の報告
4.祝誕生

佐藤 進 君 S２４年７月 １８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

「会長・幹事就任の挨拶」
2017～2018年度 会長 吉田総次郎 君
2017～2018年度 幹事 富田 稔 君

【前例会の記録】

7月14日（金）
例会食事カロリー 1,190Kcal
出席報告

会員数 53名
当日の出席者 41名
ゲスト数 4名
ビジター数 2名
出席率 78.85%

6月23日（金）
修正出席率 90.74%

ゲスト：自由ヶ丘高等学校 IA顧問教師 菖蒲 淳 様
インターアクターの皆様

ビジター：中塚睦彦 君（遠賀RC）
長田顕二郎 君（小倉南RC）

【幹事報告】

1.本日例会終了後「7月度定例理事会」を開催します。
2.皆様の連絡ボックスに「今年度活動計画」を配布して
います。常にご持参下さい。
3.近隣例会臨時変更のお知らせ。

★若松中央RC
①7月19日（水） 18:30～ 旧古河鉱業若松ビル
②7月26日（水）の例会は

29日（土）若松みなと祭り参加に変更

③8月2日（水）の例会は5日（土） 18:30～
会場未定

④8月16日（水）は休会
★門司西RC

7月20日（木）18：30～ 伯翠庵
★若松ＲＣ

①7月24日（月）の例会は
19日（水）18：30～ 旧、古河鉱業若松ビル

②7月31日（月）の例会は29日（土）若松みなと祭り
③8月14日（月）は休会

★八幡ＲＣ
①7月25日（火）18：30～ 大谷会館
②8月15日（火）は休会
③8月29日（火）の例会は26日（土）12：30～

仲宿八幡宮
④9月12日（火）18：30～

北九州八幡ロイヤルホテル
★八幡南ＲＣ

①7月27日（木）18：30～
ホテルクラウンパレス北九州

②8月10日（木）は休会
★戸畑ＲＣ

①7月27日（木）は29日（土）19：00～
ヴィラコート戸畑

②8月10日（木）は休会
★戸畑東RC

①7月31日（月）18：30～ 西日本工業倶楽部
②8月14日（月）は休会

★八幡中央RC
①7月31日（月）の例会は29日（土）18：00～

東田大通公園
②8月14日（月）は休会

★直方中央RC
7月31日（月）と8月14日（月）は休会

★小倉西RC
①8月3日（木）18：30～ 門司港地ビール工房
②8月17日（木）は休会
③8月31日（木）18：30～ ステーションホテル小倉

★直方ＲＣ
①8月10日（木）は休会
②8月24日（木）18：30～ 場所未定

★小倉RC
①8月11日（金）と9月22日（金）は休会
②8月25日（金）18：30～

リーガロイヤルホテル小倉
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【 6月度 100％出席皆勤表彰者】

井上俊司 君 ３３年、佐藤 進 君 ３０年、岸野 玲 君 １９年、坂本敏弘 君 ７年
太田吉彦 君 ５年、 三島靖男 君 ４年、 高橋良知 君 ２年、 梛野晴司 君 １年

【会報・雑誌・広報委員会】

ロータリーの友に安増惇夫ガバナーのご紹介が掲載されていますので、ご一読下さい

八幡西ロータリークラブ
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【お知らせとお願い】

1.稲冨靖彦ガバナー補佐 クラブ協議会日
平成29年8月4日（金）

13時45分～14時45分
尚、クラブ協議会へは理事・各委員長及び・入会3年未満の方は出席をお願い致します。

入会3年未満：金久保和、江﨑嘉春、紙上義全、永吉大祐、溝上智彦、
奥田俊博、櫻井久紀、梛野晴司、貞方友明の諸君

2.安増惇夫ガバナー 公式訪問日
平成29年8月18日（金）

・例 会 12時30分～13時30分
・会長・幹事との懇談会 13時45分～14時45分

※ 止む無く当日ご欠席の方は必ず幹事までお知らせ下さい

【 ＜2017～2018 定例理事会＞議事録】

開催日 平成29年7月14日（金）13：30～千草ホテル
理 事 吉田総次郎、岩崎員久、江戸達也、小嶋一碩、岸野 玲、舟木和博、緒方 忠、谷 良樹、浜崎 靖、

大林清幸、三島靖男、神尾康生、金久保 和、富田 稔
議事録記録者 有松稔晃

＜議 案＞
1）8月度例会プログラムについて

8月4日 ①第3G ガバナー補佐記念高話及び
②クラブアッセンブリー（各委員会今年度活動方針発表）

（例会後にクラブアッセンブリー開催 13：45～）
RI 2700地区 第３G AG 稲冨靖彦君

11日 ｛祝日休会｝
18日 「安増惇夫ガバナー公式訪問記念高話」

RI 2700地区 ガバナー 安増惇夫 君（宗像RC）
25日 クラブフォーラム（調整中）

＜上記承認＞

2）今年度委員会構成について
＜委員会構成は当初計画通りとする＞

3）Ｉ・Ｍ実行委員会について
＜大林清幸会員を実行委員長に任命し、委員会構成は今後決定する＞

4）安増ガバナーよりご依頼である「北部九州豪雨災害被災者に対する義捐金」の対応について
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ＩＭを成功させよう！
平成30年2月17日（土）開催

お詫びと訂正
週報NO.2421 の【本日の例会】の中で「自由ヶ丘高等学校」の表記に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL http://www.rc-yahata-west.com
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