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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 8月4日 第3G 稲冨靖彦ガバナー補佐 記念高話 及び 各委員会委員長 今年度活動方針発表

【吉田総次郎 会長】
八幡西ロータリークラブ50年の歴史と伝統を重んじ、やるべき事を着

実に実行し、楽しむ時には大いに楽しむ事を大切に活動していきたい。
本年度はガバナー補佐に稲冨靖彦君が選出されご活躍されています。
また、財団委員長を岩崎員久君が引き続き引き受けてくれています。さ
らに、本年より職業奉仕地区委員を神尾康生君が努めてくれています。
皆様のご協力を宜しくお願い致します。

私は次の5項目を運営方針に掲げます。
①Ｉ・Ｍを成功させる
②会員を2名純増する。
③財団の寄付率を上げる。
④ホームページを活用して情報を共有する。
⑤ロータリー活動を大いに楽しむ。

私は、平成3年8月に八幡西ロータリークラブに入会して26年になりま
す。仕事に対する考え方を教えて頂きました。とても素敵な友達に出逢
う事が出来ました。心より感謝しております。我々の八幡西ロータリー
クラブが益々発展する事を祈念しております。

【富田 稔 幹事】
今年度は、吉田総次郎会長を中心に各委員・理事の方がいらっしゃ

いますが、皆さんご承知の通り稲冨靖彦君がガバナー補佐、大林清幸
君がＩ・Ｍ委員長となっております。この強烈なメンバーで活動して参り
ます。皆さんご協力のほど宜しくお願い致します。

私は歴代の会長から何度か幹事の要請を受けてきましたが、お断り
してきました。今回、受けた以上は精一杯頑張って努めたいと思います。
今年に入って吉田総次郎会長と今年度の事前準備をしてきました。各
委員会を決める事などは非常に大変でした。更には私も吉田会長も50
周年の委員長と重なっており、どちらに重点を置くかについて悩みまし
た。

ところで、 会長の性格上、あれもこれもとテーマが多すぎるのではな
いかと思いますが、｢Ｉ・Ｍを成功させる｣と言う事には強い思い入れが
あるかと思いますので、皆様のお力添えを宜しくお願いします。

また、私から吉田会長に提案ですが、去る7月7日の北部九州豪雨の
際の休会連絡が完了するまでに5時間程かかりました。今年度は緊急
連絡網の構築も運営方針にあげては如何かと思います。最後に、私は
仕事柄、国内・海外への出張が多いのですが、幹事の役目をしっかり
と果たしていきますので宜しくお願いします。

ROTARY:MAKING
A DIFFERENCE

八幡西ロータリークラブ

会長・幹事就任の挨拶

《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
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【ニコニコボックス】

○本年度、皆様、宜しくお願いします。つたない卓
話です。ゆっくりお休み下さい。
吉田総次郎 君
○会長・幹事就任の御挨拶、よろしくお願い致しま
す。
岸野、山口、赤田、柿本、是此田、有松、髙橋、舟
木和博、稲冨、三島、大坪、小嶋、井上、江戸、江
﨑、大林、谷の諸君

○暑中御見舞い申し上げます。
緒方、伊豆、正木、奥田、貞方、浜崎の諸君
○誕生自祝
佐藤 君

※ニコニコボックス用紙に記載の際、会員名を読
めるように書いて下さい。

八幡西ロータリークラブ
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祝 誕 生

九州北部大水害について理事会を開き、我々八幡西RCも協力をしようということで、打ち合わせをします。
決まりましたらお知らせします、皆さんご協力をお願いします。

書籍からのご紹介です。いつも心から幸せだなと感じられる人にはある共通項があるそうです。それは、沢
山感謝しているということです。幸せなことがあるから感謝するのではなく、感謝しているから、幸せだと感じ
られるということです。感謝する習慣を身に着けようと考えています。

佐藤 進 君
私の家族は、見せかけの家族愛を演出することはしません。したがって、
今日ニコボックスを請求されて、今週誕生日であることを知りました。数年
前に長女から誕生祝いの電話があった際に。「そんなことで電話をしてこ
なくて良い」と言って電話を切りました。それから全然、祝いの電話は掛
かってきません。

【地域活性化委員会】 小嶋一碩 君
八幡市民会館の存続について、北九州市に対して、現代美術館構想と北
九州こども・まちミュージアム構想の二つの提案をしました。しかし、二つと
も協力は出来ないと結論を出しました。ところが、この三年に渡る活動が
全国の設計家や町のグループに広がり、様々な存続についての請願が成
された結果、解体の方向で動いていた北九州市が、八幡市民会館の建物
は保留し内部の活用について検討することを回答書に記載してくれました。
今後ともご協力をお願いします。

【ゴルフ同好会】 松尾和典 君
今年度第１回目のゴルフコンペを開催します。予定は、9月10日、日曜日、
若松ゴルフ倶楽部です。
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会長の時間

各委員会報告



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..会長の時間
5.各委員会報告
6.ニコニコボックスの報告
7.幹事報告
8.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

【前例会の記録】

7月21日（金）
例会食事カロリー 985Kcal

出席報告
会員数 53名
当日の出席者 41名
ゲスト数 0名
ビジター数 0名
出席率 78.86%

6月30日（金）
修正出席率 94.23%

【幹事報告】

1.第14回日韓親善会議参加のご案内
日韓親善会議 第2700 地区実行委員会

穴井元昭（パスト・ガバナー、博多RC）君より表
題のご案内が届いていますので、回覧します。

2.ロータリー情報ハンドブックとロータリー情報冊子の
ご案内が届いていますので、回覧します。
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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

【 ＜前年度 2016～2017 理事会＞議事録】

開催日 平成29年7月21日（金）13：30～千草ホテル
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、

篠崎文保、赤田隆一、井口昭彦、舟木和博、神尾康生、髙橋良知
議事録記録者 有松稔晃

＜議 案＞
1）2016～2017 年度会計決算について

＜上記承認＞
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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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IM実行委員会組織表

ガバナー補佐
★稲冨 靖彦

クラブ会長 クラブ幹事
★吉田 総次郎 ★富田 稔

ＩＭ実行委員長
ＩＭ副実行委員

長
★大林 清幸 ★岸野 玲

相談役 事務局 会計
★岩崎 員久 ★赤田 隆一 ★神尾 康生

紙上 義全

総務関係 会場関係
総務・企画・
プログラム

渉外・登録 広報・記録 ＳＡＡ 会場運営・接待 来賓

★稲富 靖彦 ★岸野 玲 ★松尾 和典 委員長 ★金久保 和 ★緒方 忠 谷 良樹
★大林 清幸 江﨑 嘉春 大坪 隆 副委員長 廣田 豊 坂本 敏弘 佐藤 進
★岩崎 員久 山口 典浩 有松 稔晃 正木 文久 太田 信博 伊豆 統一郎
★岸野 玲 舟木 和博 櫻井 久紀 溝上 智彦 太田 吉彦
小嶋 一碩 波多野 正信 梛野 晴司 髙嶋 雅樹 柿本 祐治
紙上 義全 奥田 俊博 是此田 穣 井上 俊司 篠崎 文保
浜崎 靖 藤村 克成 三島 靖男 永吉 大祐 中村 克己

安東 秀夫 江戸 達也 中山 一徳
神尾 榮一 村山 大成 福田 学
舟木 義治 飯野 一義 荒井 俊勝

親睦ゴルフ会
担当者

井口 昭彦 貞方 友明
髙橋 良和

★岸野 玲
松尾 和典

★実行委員会メンバー

ＩＭを成功させよう！
平成30年2月17日（土）開催
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