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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 ３月９日 “放 談” 紙上義全君

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】 ２０１８年 ３月 ２日(金)
１．君が代斉唱
２．ロータリーソング "Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ"
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．祝誕生 安東秀夫 君 Ｓ２２年２月２７日

紙上義全 君 Ｓ５３年３月 １日
溝上智彦 君 Ｓ３９年３月 ２日
中村克己 君 Ｓ４５年３月 ２日

６．会長の時間
７．各委員会報告
８．ニコニコボックスの報告
９．幹事報告
10．卓 話 「地域包括ケアーシステムと救急医療－

国や福岡県、北九州市の取組」
北九州市八幡病院副委員長
救命救急センター長
災害医療研修センター長 伊藤重彦 様

２０日（日）退会２日目「宗像ユリックス」
（詳細は、連絡ボックスに入れてますパンフをご覧下さい）
登録締切、３月１６日迄

２）例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ
（以前、２月２８日（水）を変更する旨の案内をしておりましたが、
下記に変更になりました）
①３月７日（水）の例会は ↓

３日（土）１４：００～リーガロイヤルホテル小倉
②３月１４日（水）の例会は ↓

１５日（木）１９：００～旧古河鉱業若松ビル
★小倉東ＲＣ
①３月１４日（水）１２：３０～ミクニワールドスタジアム
②３月２８日（水）１８：３０～千草ホテル
③６月 ２日（水）と６月２７日（水）は休会
④６月２０日（水）１８：３０～ステーションホテル小倉
★小倉单ＲＣ
①３月２０日（火）は休会
②４月 ３日（火）１８：３０～松柏園ホテル
★戸畑ＲＣ
３月８日（木）の例会は ↓

３日（土）１４：００～リーガロイヤルホテル小倉
★小倉西ＲＣ
①３月１５日（木）１８：３０～観山荘本館
②３月２９日（木）は休会

③４月 ５日（木）１８：３０～西日本工業倶楽部

【会長の時間】 会長 吉田 総次郎君
２月１７日土曜日、インターシティミーティングを開催しました。稲冨ガ
バナー補佐、大林実行委員長を中心に、会員各位のご協力と努力
のおかげで、とても有意義で素晴らしい会になりました。本当に有難
うございました。内容の確認と反省につきましては、各担当より発表
があります。宜しくお願い致します。私個人としては、事前準備の大
切さと、時間に余裕を持つことの効果について考えさせられました。
また、大林清幸君が３回目のポール・ハリス・フェローのバッチが届
いています。更にＲＩの標準定款に沿って細則の見直しを進めます。

【前例会の記録】 ２月２３日（金）
例会食事カロリー ８８．５０ Kcal
出席報告

会員数 ５１名
当日の出席率 ３９名
ゲスト数 ０名
ビジター数 ０名
会員出席率 ７８．００％
１０月１３日の修正出席率 ９０．００％

【幹事報告】 幹事 富田 稔 君
１）2017～2018年度国際ロータリー第2700地区地区大会

開催の案内（ホストクラブ：宗像ＲＣ・コ・ホストクラブ：福岡
東ＲＣ）
開催日：５月１８日（金
親睦ゴルフ大会「ザ・クラシックゴルフ倶楽部」
１９日（土）：大会第１日目 「宗像ユリックス」
１９日（土）：ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎会「玄海ロイヤルホテル」

【誕生祝】

藤村克成君（昭和１９年２月１９日）
最近、ゴルフで越後屋三人衆のような、吉田会長、ホールインワン
をされた大林さん、富田幹事にいいようにやられているように感じ
ていますので、今年は少しお返しをさせて頂きたいと思います。

岸野 玲君（昭和３５年２月２０日）
５８歳、若くもなく老けてもなくという中途半端な年齢になりました。
息子からはゴルフウェアを頂き、妻とは一緒に食事をし、楽しく飲み
ました。今年一年は何も頑張らずに、ダラダラと行こうかなと思って
います。

廣田 豊君（昭和４７年２月５日）
４６歳になりました。年を取ると涙もろくなるのでしょうか、平昌オリ
ンピックの高木菜那、美帄姉妹の活躍を見るとウルウルときます。
翻って今の私は、誕生日やバレンタインでは、家庭よりも会社の
方が心地よく感じられますが、ロータリーの先輩方は家族愛に溢
れた生活をされています。私も70歳代までには家庭の方に戻りた
いと思います。
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【ニコニコボックス】

● ＩＭ大成功！発表者の皆さん、よろしくお願いします。
正木、舟木和博、貞方、三島、金久保、江戸、伊豆、浜崎、中村、江﨑、谷、
大林、有松、稲冨、安東、髙嶋、小嶋、是此田、村山、大坪、松尾の諸君

●誕生自祝、ＩＭお疲れさまでした。 岸野、廣田、藤村の諸君
● ＩＭ参加できず、申し訳ありませんでした。 河島君 ●早退のお詫び。 高橋君

【本日の卓話】 ＩＭについて（２０１７～２０１８年度 第３グループＩ・Ｍの報告）

１．実行委員会 委員長 大林清幸君
八幡西ロータリークラブ、稲冨ガバナー補佐主催によりますＩＭ（インターシティミー
ティング）が、会員の皆様方の協力によりまして無事に終了することが出来ました
事を、厚くお礼申し上げます。

２．会場運営・接待委員会 中村克己君
２度の事前調査の後、当日は１０時に集合し緒方委員長を柱に会場内部リーダー
福田君の下、主に会場設営を行いました。外部リーダー中村にて会場までの案内
及び来賓対応を担当させていただきました。印象に残ったことは来賓駐車場への
案内時、ナンバー確認をしながら追いかけたことと、追加灰皿としてバケツを用意
するという発想でした。気持ちの良い一服をしていただけるよう気遣いました。
稲冨ガバナー補佐を支える素晴らしいホストクラブだと感じました。一言でいえば
「One for all, All for one」一人はみんなのために、みんなはＩＭ成功のために！を
見せていただきました。

３．ＳＡＡ委員会 委員長 金久保 和君
次回ホストクラブになった際の参考にして頂くために、反省点と良かったことを報告
します。先ず、反省点は、会場案内の印刷物を、当日他団体との区別がつくように
作成する必要がありました。また、休憩室の案内掲示を準備していなかったことと、
受付の各クラブ名の予備が足りなかったために、手書きしたものを使いました。次に
良かった点です。休憩時間や講演中の時間を使って必要の無くなった設置物や案内
用紙を早めに片付けていったので閉会後の片づけが順調で、時間を掛けずに原状復
帰させることが出来ました。ＳＡＡ委員会の皆様や、他委員会の助けを頂き、大きなミス
なく終えることが出来たと思います。

４．広報・記録委員会 委員長 松尾和典君
広報委員会として参加しました。当日配布用のパンフレットと開催後の報告書作成が
責任業務です。稲冨ガバナー補佐や講演の皆さんの御挨拶や写真をお預かりして、
先ずは当日用のパンフレット作製です。実際の仕事は実行委員の方々の指示に従って
記事を編集するだけなのですが、なかなかこれといったイメージがわかず、結果的に
元会員の小田さんにお任せする結果になりました。しかし、当日そのパンフレットを手に
しながら皆さんが一所懸命、会場で準備をしている姿を見ていると、この情熱を表現出来
ていないことを強く反省させられました。この後、報告書の作成が始まりますが、皆さんの
頑張りも記録された冊子となるよう考えます。最後に、会員の全員が力を合わせてイベン
トに取り組めて、大変楽しく感じました。ありがとうございます。

５．第３Ｇ稲冨靖彦ガバナー補佐
皆さんの協力により、きちんとＩＭが終わりました事を、改めて感謝申し上げます。
ありがとうございました。今年度当初に実行委員会を立ち上げて、幸いなことに大林君
が実行委員長に名乗りを上げて頂きましたので、大船に乗ったつもりでお願いしました。
今回のテーマである「国際奉仕を学ぼう」も実行委員長の鶴の一声で決まりました。
更に、皆さんが適材適所の任を得て、その任をしっかり果たして頂いたということで、当
クラブの良いところが発揮されたのだと考えます。これは、大林君のリーダーシップに
よるものです。何か事があれば、きちんと行動するという当クラブの良い伝統が発揮され、
立派なＩＭを開催することが出来ました。８年後にまた、ホストクラブになります。その時に
は、また何かのお役に立ちます。本当にありがとうございました。

２０１８年２月２３日 ガバナーノミニー決定
国際ロータリー第２７００地区２０２０～２０２１年度ガバナー指名のための
指名委員会に於いて、２０１８～２０１９年度のガバナーノミニーとして、
柳川クラブ古賀英次会員が決定されました。

＜２０１８～２０１９年度臨時理事会＞議事録

開催日 平成３０年２月２３日（金）１３：３０～千草ホテル例会場
理 事 岩崎員久、吉田総次郎、江戸達也、岸野玲、波多野正信、
井口昭彦、松尾和典、廣田豊、紙上義全、大林清幸、舟木和博、
赤田隆一、神尾康生、有松稔晃 ＜議事録記録者：三島靖男＞

＜議 題＞
１）２０１８～２０１９年度委員会構成について
＜詳細は後日報告する＞

【委員会報告】

【ＩＭ実行委員会】事務局 赤田隆一君
ＩＭ当日のお土産を持って帰っていない方は、持って
帰ってください。また、準備にあたって立替の費用が
発生している方は赤田まで申し出て下さい。

【ゴルフ同好会】 松尾和典君
次回ゴルフ同好会コンペを４月１５日、日曜日に
若松ゴルフ倶楽部で行います。
予定に入れておいてください。
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