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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 9月 15日 観月会開催 時） 18時30分開始 於） 千草ホテル和室

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8日（金）

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． 会長の時間
５． 祝誕生 舟木和博君 Ｓ４３年９月４日
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． ・Ｄ・Ｍの報告 （テーマ：Ｉ・Ｍを成功させよう）

各班、記録担当報告

【前例会の記録】 9月1日（金）

例会食事カロリー 832Kcal
出席報告
会員数 54名
当日の出席者 44名
ゲスト数 0名
ビジター数 1名
出席率 84.62%

8月18日（金）の修正出席率 94.23%
ビジター：クオンヒョクイン君

ＲＩ３６６地区（釜山東单ＲＣ）

【来訪挨拶】 クオンヒョクイン君

今日は同好会のお話を致します。旅行同好会に

ついてですが、最後に活動したのが、私が幹事のとき

でしたので１２～１３年前になります。伊豆先生が計画

をして京都に連れて行って下さいました。２０名位参加

してとても楽しい旅になりました。この旅行同好会を再

スタートします。伊豆先生が監督で,、梛野さんが最高

の旅を経験させてあげたいとの思いで企画してくれて

います。

今年の１１月に開催する予定ですので、皆様のご参

加をよろしくお願い致します。

【2017 〜2018 ９月度定例理事会： 議事録】
開催日 平成２９年９月１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）１０月度例会プログラムについて
６日 〞クラブフォーラム〞 （国際奉仕について）

国際奉仕委員長大林清幸君
１３日 次年度、副会長選出のための「指名委員選出」
２０日 「題未定」

福岡県地方史研究連絡協議会 常任理事
尾崎徹也様

２７日 「題未定」 北九州市八幡西区区長池上修様
＜上記、承認＞

２） 河島昭彦会員は、９月１日より入会を承認し、委員会所

属を会計監査と親睦委員会兼務とし、メンターは、小嶋一碩

会員とする。

３）篠﨑文保会員出席免除願い。（10月末日まで）

定款第１２条第３節（ａ）の規定により承認。

４）今年度のＩ・Ｍテーマは「国際奉仕を学ぼう」に決定。

５）今年度のホストクラブである「ＲＩ 2700地区第３グループ

親睦ゴルフコンペ」の開催は平成29年１１月８日（水）若松ゴル

フ倶楽部において開催決定。第３Ｇ各クラブより協力金として

２０，０００円を頂く。

【会長の時間】 会 長 吉田総次郎君

当地区ガバナーより、２７００地区内のＲＣとの姉妹

クラブ交流を命題として来日致しました。今年の６月

アトランタ世界大会でロータリー財団の岩崎さんと

お会いできずに、数日前に岩崎さんと連絡がついて

本日お伺いして交流のお話をさせて頂きましたが、

創立メンバーの方々の姉妹クラブについての思いを

尊重して、貴クラブとの交流は断念しました。

明日ロータリー財団のセミナーがあり、そこで２７００

地区のガバナーとお会いしてご相談するつもりです。

ご清聴ありがとうございました。
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【社会奉仕委員会委員長： 浜崎 靖 君】

ＲI発足後、1世紀が過ぎ、世界の会員数は123万人以上です。

これだけ発展したのは、社会奉仕の理念が確立されたからです。

本日は、社会奉仕理念の確立の歴史を、決議２３-３４、決議92－286、

を再学習しながら、 八幡西ＲＣ（社会奉仕活動、史跡保存活動）の

半世紀に及ぶ活動や、業績を振り返って観たいと思います。

≪参考文献≫：

手続要覧（2016）、 ロータリー章典、 ロータリー財団章典、 その他.

社会奉仕委員会卓話

〇 ＩＤＭ Ｄ班の皆様、昨日はお疲れ様でした。
大林実行委員長お越し頂き、ありがとうござ
いました。金久保君お世話になりました。

永吉、大林、髙嶋、金久保の諸君

○ 早退のお詫び 福田、貞方の諸君

【ニコニコボックス】

〇 卓話よろしくお願いします。 浜崎君

〇 浜崎 靖君 卓話よろしくお願い致します。

伊豆、岸野、山口、太田信博、緒方、正木

髙橋、三島、江戸、奥田、神尾（康）、有

松 、

小嶋、是比田、安東、藤村、江﨑、大坪の諸君

〇 李君が北九州に帰ってきました。楽しい時間を
過ごしました。また、飲みましょう。

三島、吉田の諸君

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

【幹事報告】 幹 事 富田 稔君

１） 例会終了後「9月度定例理事会」を開催いたします。
理事各位は宜しくお願いいたします。

２） ロータリーレート変更のお知らせ
9月1日より、１ドル、１０９円に変更になります
（現行、１１１円）

３） 近隣例会臨時変更のお知らせ。

★戸畑東ＲＣ

①９月４日（月）は休会

②９月１１日（月）１８：３０～西日本工業倶楽部

③１０月２３日（月）の例会は

２６日（木）１２：３０～西日本工業倶楽部

★戸畑ＲＣ

９月１４日（木）の例会は

１１日（月）１８：３０～西日本工業倶楽部

★小倉西ＲＣ

①９月２１日（木）１８：３０～ＰＪワインセンター

②１０月１２日（木）１８：３０～プレミアホテル門司港

③１１月１６日（木）１８：３０～観山荘本館

★門司西ＲＣ

９月２１日（木）１８：３０～三宜桜

【新会員紹介】 入会年月日：平成29年9月8日

河島 昭彦(かわしま あきひこ) 君

昭和42年11月9日生

・ 会員の種類 正
・ 職業分類 金融
・ 事業所名 北九州銀行八幡支店
・ 役 職 支店長
・ 事業所所在地

〒806-0021 八幡西区黒崎1-4-1
電話 093-621-3631
FAX   093-631-1449

入会式挨拶

社内移動によりまして北九州銀行八幡支店に参りました

河島です。前任は山口銀行名古屋支店に３年程勤務して

おりました。北九州での勤務は初めてとなります。八幡地区

を中心とした北九州市の発展に少しでも寄与出来るように

努めて参りたいと思います。

こういった活動は、下関でライオンズクラブに加盟してい

ました。皆様方にいろいろとお教え頂くことも多いかと思い

ますが、どうぞよろしくお願い致します。
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