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会 長 吉田総次郎

副会長 岩崎 員久

幹 事 富田 稔
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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 9月 22日 「Share ! 東田まつりについて」 特定非営利活動法人里山を考える会 理事 関 宣昭様

ROTARY:MAKING
A DIFFERENCE

八幡西ロータリークラブ

《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

【本日の例会】 2017年9月15日（金）

１． ロータリーソング " 旅愁 "
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． 観月会開催 （於）千草ホテル

【♪旅愁♪】

更け行く秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとりなやむ

恋しやふるさと 懐かし父母

夢路にたどるは 故郷の家路

更け行く秋の夜 旅の空の

わびしき思いに ひとりなやむ

【前例会の記録】 9月８日（金）

例会食事カロリー 1.190Kcal
出席報告
会員数 54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 80.39%

8月25日（金）の修正出席率 92.31%

【８月度 １００％出席皆勤表彰者】

江戸達也君 ２８年
浜崎 靖君 ２８年
廣田 豊君 ４年

【会長の時間】 会 長 吉田 総次郎君

先日、当クラブ４０年周年時の会長石島靖之さんがご逝

去されました。ご冥福をお祈り致します。又、ご遺族より弔

問に際してのお礼の手紙が届いております。

先週の土曜日、９月２日にロータリー財団地区補助金セミ

ナーが開催されました。地区財団委員長の岩崎さんが主催

者側のリーダーをされ、当クラブからは、大林財団委員長が

出席されました。如何にしてこの補助金を利用して当クラブ

の活動の一助にするか？私達も一緒に考えたいものです。

次に明日、９月９日はロータリー情報委員会の会議があり

ます。私が出席して、後日皆様にお伝え致します。

【幹事報告】 幹 事 富田 稔君

１）例会臨時変更のお知らせ。
★八幡中央ＲＣ
９月１１日（月）１８：３０～プレミアホテル門司港
★若松中央ＲＣ
①９月２０日（水）１８：３０～福柳庵
②１０月１８日（水）の例会は１６日（月）１２：３０～
旧、古河鉱業若松ビル

③１１月２９日（水）は休会
★小倉ＲＣ
①１０月６日（金）１８：３０～ミクニワールドスタジアム
北九州

②１０月２７日（金）の例会は２９日（日）午前９：４０～
門司港～風師山

【祝誕生】 舟木 和博 君

誕生日をお祝いして頂き、ありがとう

ございます。今年で４９歳になりました。
来年は５０歳になりますので、残された
時間と現在の自分とのギャップやこれ
からもっとしっかりしないといけないとい
う思いを感じています。

今年、アウトドアの仕事を始めましたけ
ど、これから４９～５０歳の一年間は、本
業と、尐し自分の楽しみも合わせて仕事
が出来ればと思います。これからもご指
導よろしくお願い致します。
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Ａ班 紙上義全 君

講師２名による講話とパネルディスカッションは行わな
い事は、決定済みということでした。打上げについては立
食形式で千草ホテルにて行います。参加者へのお土産
を渡さないで、その代金をロシナンテスに寄付し、礼状と
リーフレットを渡すことで、国際奉仕に貢献してはどうか
と言う意見がでました。

Ｂ班 江﨑嘉春 君

当クラブとして当然のことながら、全員登録し、当クラブ
が一丸となって、心を一つにして力を出し切る姿が、参
加者にはとても良いおもてなしになるのではないか？

５０周年時の改善点としては、受付の役割分担が明確
になっていなかった点です。ＩＭでは、Ｂ班でしっかりと改
善を行います。次に国際奉仕について話し合い、単年度
ではできないので長期計画委員を立ち上げること、みん
なでよく学んで、国際奉仕で出来ることを考え、目標に向
かって進む事が大切である。最後に実行委員長をサ
ポートして、みんなで力を出し切り、成功に導きたいと思
います。

Ｃ班 梛野晴司 君

Ｃ班の担当は、広報、記録でＩＭに向けて、役割の確認を
しました。①当日配布用プログラム作成 ②議事録作成

クラブフォーラム 第１回ＩＤＭ報告

〇 ＩＤＭ欠席のお詫び、出席皆勤自祝 江戸君

○ Ａ班無断欠席、Ｃ班突然の出席、お世話に
なりました。 是此田君

○ 誕生自祝 舟木（和）君

〇 ＩＤＭの報告をよろしくお願い致します。
坂本、岸野、貞方、髙橋、正木、中村、赤田
藤村、井上、神尾（康）、廣田、谷、小嶋、
奥田、江﨑、稲冨の諸君

〇 先日のＩＤＭ Ｃ班、体調不良により、欠席して申し
訳ございません。梛野さん、大変ご迷惑をお掛け
致しますが、よろしくお願いします。

三島君

〇 岩崎さん先日はありがとうございました。 紙上君

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

ＩＭを成功させよう！平成30年2月17日（土）開催

③写真撮影 ④報告書作成 ⑤文章原稿依頼（プロ
グラム・報告書用）としてガバナー、ガバナー補佐、会
長、実行委員長、次期ガバナー補佐にお願いする予
定です。

Ｄ班 金久保和 君

Ｄ班の役割としては、受付・会場案内・各クラブの席
次表の貼り付けなどで、前準備よりも当日の方が忙し
いと感じました。みんなで法被かジャンパーを揃えよう
という意見が出て、Ｄ班は、ジャンパー希望で一致しま
した。お土産についての話になり、１人５００円以内で
考え、これまでのＩＭでＵＳＢなど頂きましたが、ボール
ペンなどの方が、実用性もあり、コストも抑えられるの
ではないかということになりました。

Ｅ班 坂本敏弘 君

Ｅ班の役割分担は、来賓（救護）・会場運営及び設営
です。それについての意見交換を行いました。来賓担
当の人数や駐車場の確保や案内人などの意見が出ま
したが、ひびしんホールの視察後でないと決定出来な
いことが多いので、視察後に責任者等の決定を行いま
す。各責任者、担当者は委員長、副委員長に一任され
ました。また、ＩＭゴルフ大会の受付や写真撮影、懇親
会の準備等のお手伝いをするという意見が出ました。
最後に全員で「ＩＭを成功させよう！」で締めました。

【委員会報告】

社会奉仕委員会 委員長 浜崎靖 君

９月５日に第３グループ社会奉仕委員会のセミナーが開

催されました。各グループの委員長がこれまでの活動報

告とこれからの活動計画を発表し今後に備えました。

会報委員会 副委員長 大坪 隆 君

本日お配りした月信９月号の４ページに、当クラブの「創

立50周年を迎えて」藤村克成君の記事が載っていますの

でご紹介しておきます。また、本日ＩＤＭの報告がございま

すが、報告者は原稿の提出をお願い致します。

【同好会報告】

旅行同好会 幹事 梛野 晴司 君

本日、ボックスの中に旅行同好会「京都旅行のご案内」を

入れさせて頂いています。日程は、１１月１９（日）～２０日
（月）の１泊２日です。最尐催行人員は２０名ですのでご家族
の方もご一緒にたくさんのご参加をお待ちしております。

【ニコニコボックス】
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