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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 １２月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） 各委員長報告

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 “ジングル・ベル"
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
７．ニコニコボックスの報告
８．幹事報告
９．2018〜2019年度 忘年家族会

（於）千草ホテル光琳の間

出席報告 例会食事カロリー Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 39名
・ゲスト数 11名
・会員出席率 78.43％
・11月9日の修正出席率 86.00％

会長の時間 会 長 岩崎 員久

こんにちは。ポール・ハリスフェローの第３回目の
ピンを岸野玲会員、４回目のピンを大林清幸会員に
授与致します。先日、岡野ガバナーをはじめとする
ガバナー補佐、地区委員会委員長が集合しての地
区役職者会議が開催され、それぞれの委員会の半
期報告および後半の課題達成についての会議があ
りました。その中で、末吉地区幹事より地区大会参
加のお願い、青少年奉仕委員会よりローターアクト・
インターアクトの合同地区大会の参加のお願いがあ
りました。いずれも平成最後のイベントであり、特に
ローターアクト・インターアクトの合同地区大会は全
国大会となっており、是非とも成功させるためにも多
くのロータリアンの参加を要望していました。当クラ
ブはローターアクトは持ちませんが、自由ケ丘高校
のインターアクトを提唱している以上、インターアクト
委員会の皆さんは全員出席していただける様お願

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１８年１２月１３日(金)

前例会の記録 １２月７日(金)

い致します。また入会3年未満の会員は地区大会を

含め出席してくださいます様お願いいたします。委
員会は違いますが、三島君が青少年奉仕部門委員
会に出向しているので、三島君を男にしてあげてく
ださい。ちなみに地区大会は4月20－21日小倉で、
ローターアクト・インターアクトの合同地区大会は4
月28・29日福岡で開催されます。皆さん来年の手帳
に予定を書き込んでおいてください。

＜2018～2019年度１２月度定例理事会＞議事録

開催日 平成30年12月7日 13:30～千草ホテル
＜議 題＞

１）１月度例会プログラムについて
1月 4日 休会 №③
11日 夜間例会

（是此田穣会員、瑞宝双光章の叙勲の御祝い）
18時30分～千草ホテル

18日 「年男新春放談」№１
安東秀夫・富田 稔・波多野正信の諸君

25日 〞職場訪問開催〞 12:30～
(於)環境ミユージアム

（北九州市八幡東区東田２－２－６）
＜上記承認＞

２ 是此田会員の叙勲の御祝いは当初、１月１８日
（金）に開催であったが、都合で、1月11日（金）
の例会を変更して開催することとした。

＜承認＞

３） 次年度の年会費の変更について
＜値上げを前提とし、次回理事会に持越し

継続審議とする＞

４） 事務局員を次年度より二人体制にする。
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【ニコニコボックス】

・本日は次年度、理事、役員の選出です。よろしくお願いします。
伊豆、岸野、松尾、坂本、中村、有松、太田（信）、正木、
江戸、岩崎、谷、浜崎、安東、江﨑、藤村、 是比田の諸君

・誕生自祝 河島、三島の諸君
・早退おわび 金久保君

“年次総会“ 「次年度理事・役員の選出」

誕生祝い

同好会報告

ゴルフ同好会 同好会幹事 松尾和典君
12月24日（月・祝日）第2回ゴルフコンペ 西日本カント
リークラブ 午前8時07分ＩＮスタート スループレー
平成31年1月20日（日）第3回ゴルフコンペ 若松ゴルフ
倶楽部 午前8時56分 ＩＮスタートですご参加ください。

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１） 本日例会終了後「１２月度定例理事会」を開催します。

２） １月１８日（金）に是此田会員の叙勲お祝いを催すと、
先般ご案内をしておりましたが、ご都合に依り、１月１１日
（金）に変更して開催致します。（従って、１月１８日（金）の
例会は通常に12時30分より開催になりました）再度、出・欠
表の回覧をしますので、１１日（金）でご返事をお願いたしま
す。

３） 例会臨時変更の案内
★戸畑東ＲＣ
①１月７日（月）の例会は

９日（水）１８：３０～西日本工業倶楽部
②１月２８日（月）の例会は、２６日（土）長崎県にて

八幡西ロータリークラブ細則第１条第２節及び第
３節の規定に基づいて、次年度、理事・役員が次ぎ
のように決定された。尚、会員総数の1/2の出席を
認めたので、この総会は成立された。

２０１９～２０２０年度
（理 事）
会 長 岸野 玲
副 会 長 谷 良樹
幹 事 三島 靖男
クラブ奉仕常任委員長 髙嶋 雅樹
プログラム委員長 小嶋 一碩
親睦委員長 藤村 克成
職業奉仕常任委員長 安東 秀夫
社会奉仕常任委員長 稲冨 靖彦
国際奉仕常任委員長 大林 清幸
青少年常任委員長 正木 文久
会 計 神尾 康生
会場監督 佐藤 進
直前会長 岩崎 員久
無任所理事（会長経験者） 吉田総次郎

（役 員）
会 長 岸野 玲
直前会長 岩崎 員久
副 会 長 谷 良樹
幹 事 三島 靖男
会場監督 佐藤 進
会 計 神尾 康生

岸野次年度会長
皆様のご協力のおかげで総力を結集し八幡
西ロータリーとは何かを問いかけ、当クラブに
とってどういった方向が良いのかしっかり考え
ていきます。

・河島昭彦君
11日で51才になりました。昨年は一人寂しくエ

ビス屋昼夜食堂に行きましたが、本年は家族から
あたたかいＬＩＮＥが来ました。北九州でのロー
タリアン生活を楽しんでいきたいです。

・三島靖男君
38才になりました娘と同じ誕生日です仕事もゴ

ルフも遊びもさらに精進していきます。
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