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例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

RID2700地区岡野正敏ガバナーメッセージ
― 寛容と思いやり そして和の心 ―
八幡西RC岩崎員久会長メッセージ
「元気になろう！！八幡西ロータリークラブ」

次回例会のお知らせ １１月１６日 “新会員歓迎会” １８：３０～ 千草ホテル

八幡西ロータリークラブ

《会報委員会》
福田 学 高嶋 雅樹 坂本 敏弘
中村 克己 江﨑 嘉春 溝上 智彦
貞方 友明

１．ロータリーソング “それでこそロータリー"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 三島靖男 君 Ｓ５５年１１月６日
４．祝誕生 正木文久 君 Ｓ２８年１１月８日
４．祝誕生 江戸達也 君 Ｓ２８年１１月９日
４．祝誕生 柿本祐治 君 Ｓ３１年１１月９日
４．祝誕生 河島昭彦 君 Ｓ４２年１１月９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．臨時総会 (次年度副会長の選出)

クラブフォーラム(インターアクト週間に因んで)
９．臨時総会 ( 担当：インターアクト委員会

出席報告 例会食事カロリー 1,260Kcal
会員数 53名
・当日の出席者数 42名
・会員出席率 84.00％
・10月19日の修正出席率 92.00％

会長の時間 会 長 岩崎 員久
プ囗野球日本シリーズもソフトバンクホークスが王手をかけ優

勝を心待ちにしている方も多いと思います。 今日１１月２日は
日本記念日協会に公式に認定された「阪神タイガ一スの日」で
す。1985年の今日、阪神タイガースが初めて日本シリーズを制

し日本一になった日です。この年はバース、掛布、岡田の伝説
のバックスクリーン3連発を放って快進撃を続け、さらに選手を
奮起させた衝撃の年です。その衝撃の事件が8月に起こった日

航ジャンボ墜落事件です。その事故で球団社長が犠牲になりま
した。社長の追悼の為に選手が一丸となって奮起して日本一を
達成しました。阪神ファン(通称虎キチ)の合言葉に「勝っても不

安、負けてもファン」があります。虎キチは勝ちはもちろん負け
るとなお一層奮起する気質を持つ特殊な集団です。阪神ファン
には「一生の間に3回阪神の優勝を見ると死ぬ」というジンクス

があります。これは興奮して心筋梗塞や脳出血を起こして死ぬ
のではなく、100年間に3回も優勝しないという意味です。
私は阪神ファンになって1985年、2003年、2005年と3回優勝を
見ましたが生きています。

今年は早々と終戦を迎えましたが、来年こそは矢野監督のも
と日本一になってほしいと願っています。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１８年１１月９日(金)

前例会の記録 １１月２日(金)

幹事報告 幹 事 有松 稔晃
１）例会終了後「１１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致します。

２）例会臨時変更の案内
★小倉南ＲＣ
①１１月２０日（火）は休会
②１２月２５日（火）１８：３０～松柏園ホテル
★八幡中央ＲＣ
①１２月１０日（月）１８：３０～千草ホテル
②１２月３１日（月）は休会
★若松中央ＲＣ
①１１月２１日（水）１８：３０～料亭 金鍋
②１２月１９日（水）の例会は

２３日（日）１２：３０～ぶどうの樹
③１２月２６日（水）は休会
★小倉中央ＲＣ
①１２月１７日（月）１８：３０～リーガロイヤルホテル小倉
②１２月３１日（月）休会

【 2018～2019年度 11月度定例理事会議事録】

開催日 平成３０年１１月２日（金） 千草ホテル

＜議 題＞
１）１２月度例会プログラムについて

12月 ７日 〞年次総会 〞 （次年度、理事・役員の選出）
14日（金）の例会を変更して ↓
13日（木）１８：３０～忘年家族会を開催（於）千草ホテル
21日 〞クラブアッセンブリー 〞

(各委員会、上半期活動実績報告及び下半期への展望)
28日 （休会） ②

＜上記、承認＞

２）グローバル補助事業、特別委員会委員について
下記のように選出。
岸野玲、谷良樹、柿本祐治、太田吉彦、廣田豊
紙上義全、大林清幸の各会員。
<アドバイザー>岩崎員久、小嶋一碩、神尾康生の各会員。

＜上記、承認＞

３）新事務職員の採用について。
＜承認＞

委員会報告

雑誌会報委員会 委 員 中村克己君
ロータリーの友の紹介です。縦書きの32ページに「影響を与えるだけ

の知識もモチベーションもないクラブが多すぎる」とありました。反省で

す。
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【ニコニコボックス】

・今日はＩＤＭの報告です。
担当の方はよろしくお願い致します。
松尾、岩崎、吉田(浩)、河島、岸野、赤田、江戸
伊豆、小嶋、坂本、貞方、三島、中村、是此田
稲冨、井口、浜崎、谷、江﨑、村山、藤村の諸君

・早退のお詫び 廣田、安東、富田の諸君

クラブフォーラム「第２回 Ｉ・Ｄ・Ｍの報告」

クラブ奉仕常任委員会
常任委員長 波多野 正信君

ＩＤＭ Ａ班

報告者 有松 稔晃 君
10月31日(水)に黒崎すし金にて開催致しました。今回のテーマ
について具体的な問題提起で素晴らしいと言う意見がありまし
た。その後クラブ奉仕委員長より、今回のテーマ設定にあたり、
現状のクラブが、少し緩みが見える。具体的には、ガバナー補
佐や、ガバナーの公式訪問に際して、普通の空気感でお客様感
に欠けていたのではないかとの、危機感を抱いたことから設定し
たとの説明がありました。出席委員会委員長から、無断欠席の
撲滅と100パーセント出席を今期中に達成したいとの意見があり
ました。全体として会長経験者の積極的な委員長への登用と、
ポリオ撲滅のために卓上募金にご協力いただきたいとまとまり
ました。

ＩＤＭ Ｂ班

報告者 貞方 友明君
黒崎のたか美で行いました。テーマのー番の委員会の任務、
役割の再確認ですが、テープ起こし、週報の編集、ロータリーの
友の発表など、初めての方もいてみんな慣れない中での役割で
したが、経験者の方々と打ち合わせをし、過去の経験談を聞い
てどうしたらうまく回せることができるかということを考え、月々の
役割分担を決めて取り掛かりました。今回意見の中で、発表者
の原稿が頂ければ早く週報にまとめられるのではないかというこ
とで、できるだけ原稿をいただければということです。よければ
データでいただきたいという意見もありました。例会場所が変更
になった時録音にノイズが入り、聞き取れないこともある。あとは
役割の中ではおおむね出来ていたという意見でした。テーマ2番
委員長と委員の目的共有についてですが、委員長は、ロータ
リーはみんなが楽しむ所なので、皆さんにどうやったら雑誌に興
味を持ってもらえるかという意見がありました。雑誌については、
俳句や写真を皆さんに募って雑誌に掲載できないかなという意
見がありました。3つ目のテーマ、残りの期間の充実した活動に
向けてですが、誰かができないところはバックアップしながら活
動を続けていければという意見でした。

ＩＤＭ Ｃ班

報告者 神尾 康生君
当クラブの細則記載の親睦・健康管理委員会の内容を確認、
次に今年度の活動計画の達成状況を確認し、ニコニコボックス
での声かけ、黒板のテーマ記載等について話し合いました。
また、新規会員のために親睦・健康活動委員会やメンターがど
のように貢献していけるか等も議論。続いて、忘年家族会の内
容について、こちらはthe Mayや他の音楽の話等、多岐に渡りま
した。最後に、会員親睦ボーリング大会の話に。大勢の方の参
加が既に期待されています。奮ってご参加を(開催の場合は)！

ＩＤＭ Ｄ班

報告者 佐藤 進君
１、佐藤：IDMの報告は、昔はリーダーがしていたと思う。
最近は記録がしているがおかしくないか。
太田：そんなこと言わないでくれ。

２、稲富(会員増強・ロータリー情報委員長)：
退会した会員や、その子供さんなど入会候補をリス
トアップすると良いと思う。
ロー夕リー勉強会を年4回程度実施したい。
ロータリー勉強会は、もう３ヶ月経ったがまだー回も
していない。１回でも出来るのか先が心配だ (発言
者不明)

３、太田 (プログラム委員長)：
プログラムは、はじまった時点で相当埋まっている
ので楽だ。昔はもっと外部卓話が多くて良かった。

太田：そんなこと言わないでくれ。

ＩＤＭ Ｅ班

報告者 村山 大成君
「委員会の任務、役割の再確認」を重点的に話し合いま
した。会場監督については、例会の司会進行、例会場へ
の入場退場の許可、早退遅刻の承認や拒否、私語に対
する警告、卓話の時間管理という職務確認。

職業奉仕については、例会で各会員が自分の職業につ
いて話し、互いの職業を学ぶ、地域社会での奉仕で職業
スキルを活かす、高潔な精神で行事に取り組み模範を示
し倫理的行動を周囲に促進する、若者のキャリア目標を
支援する、専門能力の開発を奨励し指導する、などの確
認をしました。

また、年度が替わるたびに各委員会が引継ぎをする例
会を行うことの提案も致しました。

ＩＤＭ Ｆ班

報告者 金久保 和君
岩崎会長の方針を再確認いたしました。
「元気になろう!!八幡西ロータリークラブ」を合言葉に、ポ

リオプラス撲滅のための寄付、ロータリー財団補助金を
活用してのプログラム実行、会員増強、青少年奉仕部門
の充実、クラブプログラム・地区プログラムへの積極的
な参加のお願い。この5つの方針は社会奉仕、国際奉仕、

インターアクト委員会と直結していることが多いので各委
員会が頑張ろうと奮起いたしました。

国際奉仕としては今後、グローバル補助金を活用し東
南アジアの国々でプロジェクトを実行していきたいと思っ
ています。
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