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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 （４月１３日）卓 話 「子ども食堂について全般」
北九州子ども家庭局 子育て支援課 子ども食堂担当係長 長迫様

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

【会長の時間】 会長 吉田 総次郎君
本日は、嬉しいことがあります。舟木義治会員が久しぶりに
例会場に来てくれました。舟木さんお帰りなさい。
また一緒に遊びましょう。
末松さんにご丁寧なご挨拶を頂きました。私もインターアクト
で経験しましたが、青尐年に関わる活動では多くの感動を
味わうことが出来ます。良い委員会になりますよう、お祈り
いたします。また、三島さんを鍛えてください。
三島さんもよろしくお願いします。

【前例会の記録】 ３月２３日（金）

例会食事カロリー ９６０Kcal
出席報告

会員数 ５１名
当日の出席率 ４２名
ゲスト数 ０名
ビジター数 ２名
会員出席率 ８４．００％
３月９日の修正出席率 ９０．００％
ビジター ： 末松孝一、福島小太郎の諸君（行橋）

【誕生祝】

井上 俊司君（昭和１３年３月１９日）

３月１９日で８０歳になりました。
当日、傘寿の祝いと息子の個展の
打上げ、そして孫の大学入学と高校
入学の祝いをしました。
今後は、作家藤沢周平の「三屋清
左衛門残日録」の主人公のような生
き方、過ごし方をして、前向きに生
活をしていきたいと思います。

【本日の例会】 ２０１８年 ４月６日（金） １８：３０～

１．ロータリーソング “春よ来い"
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．観桜会開催 （於）はつしろ 黒崎店

♪春よ来い♬
春よ来い 早く来い あるき始めた みぃちゃんが
赤い鼻緒の じょじょはいて おんもへ出たいと 待っている

春よ来い 早く来い おうちのまえの 桃の木の
蕾もみんな ふくらんで はよ咲きたいと 待っている

【来客御挨拶】 末松孝 一君 行橋ロータリークラブ
次期国際青尐年交換委員会委員長

この度、皆様から三島さんを地区委員
に推薦して頂き、ありがとうございます。
青尐年交換委員会では現在、９名の
留学生をお預かりしています。
主に、フランス、イタリア、ドイツ、スイス、
アメリカ、オーストラリアで、日本からも
各国に行き文化を学び、約１年間の交換
を経て帰国させ、次年度の交換のお手伝いをするという活動を
しています。行橋ロータリークラブは昭和３９年から交換委員会
の活動を始め、現在までに３８名の留学生を輩出しています。
今後は三島さんを通じてご協力を頂きたいと思います。よろしく
お願いします。

【委員会報告】

【インターアクト委員会】 委員長 三島 靖男君

３月１７日に、第３グループインターアクト合同例会が開催されまし
た。多数の方のご出席を頂き、お礼を申し上げます。また、４月２９
日（日）福岡の中村学園大学に於いて、インターアクト年次大会が
開催されます。ご出席いただける方は、ご連絡ください。

【ゴルフ同好会】 幹事 松尾 和典君
４月１５日(日）若松ゴルフ倶楽部に於いて、今期第４回のゴルフ

コンペを開催します。集合は８時３０分、スタートは８時５６分です。
ご参加お待ちしています。

【幹事報告】 幹事 富田 稔 君
１）４月度定例理事会は４月６日（金）観桜会開催のため、
４月１３日（金）例会終了後に開催いたします。
尚、次年度理事・各委員長会議も１３日（金）１３：４５より開催
いたします。

２）例会臨時変更のお知らせ
★小倉单ＲＣ
①４月１７日（火）１２：３０～ミクニワールドスタジアム北九州
②５月 １日（火）は休会

【同好会報告】
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IDMの報告（テーマ：八幡西の未来に向けて）

クラブ奉仕委員会 委員長 岸野 玲君
ＩＤＭで新たな入会見込者を同伴して頂き、我がクラブのソフトなところを見せて勧誘して頂き
たいという事が目的でした。おかげさまで、4名の入会見込みの方がいらっしゃいましたので、
よかったのではないかと感じています。

Ａ班 報告者 有松 稔晃君
「リーダー 波多野君、幹事 富田君、記録 有松君、メンバー 岸野、中村、坂本、江﨑、貞方の諸君」

岸野さんが、入会見込の方を2名同伴されました。会員増強がクラブの未来につながるのでは
ないかという事で、そのお二人に対して、ロータリークラブとはどのようなものでどのような活動を
しているのかをお話しながら、楽しいお酒を飲むことが出来ました。
お尋ねすると、お二人ともゴルフやお酒もお好きなようで、更に、野球もするとのことですので、
当クラブにすぐに馴染めると感じました。このように新しい会員が増えることで、窓口が広がって
次々に入会見込の方が増えるので、新会員を増やす必要があると意見が出ました。また、入会
見込の方をいきなり公式の場にお招きするより、このような小さな会で柔らかくロータリーのことを
お話することが、入会をお勧めすることに効果的だと考えました。

Ｂ班 報告者 髙橋 良知君
「リーダー 江戸君、幹事 大坪君、記録 髙橋君 メンバー 是此田、浜崎、佐藤、稲冨、谷、神尾康生、河島の諸君」

先ず、江戸さんから、財団委員長の岩崎さんのアドバイスにより寄付金を利用してはどうかという
お話から始まりました。近隣のクラブは、最近、女性会員の入会が男性会員に元気を与えている
という噂も耳にしたとの話もありました。この後、様々なインフォーマルな話をたくさん聞くことが出
来ました。最後に、諸先輩方から最低限の規則を守って、羽目を外さないように永く活動を続ける
ことが良いのではないかと話がありました。

Ｃ班 報告者 永吉 大祐君
「リーダー 岩崎君、幹事 永吉君、記録 廣田君メンバー 井口、小嶋、大林、吉田、緒方、
山口、村山の諸君」

いきなり乾杯で始まりましたが、未来に向かった話があまりありませんでしたが、そのまま進行しま
した。先ず、最近、世界大会に行っていないが、海外に行っても、翻訳アプリが良くできているので、
今年5月にカナダのトロントで開催される世界大会に行こうという話が出ました。次に、日本の未来
が危ういという話が始まり、森（友）本問題より北朝鮮の問題が重要だという意見も出ました。
最後に、次世代の若きロータリアンが未来に向けて頑張るのだという話になり、私たちがやらなけ
ればならないのだと感じました。次期会長の岩崎さんは、会員増強の目標を「会員数を何名にしよ
う」と考えていると話されました。また、会員増強については、今まで培ってきた歴史を踏まえて、細
則を考えながら進めることが良いのではないかとまとまりました。

Ｄ班 報告者 三島 靖男君
「リーダー 赤田君、幹事 櫻井君、記録 三島君 メンバー 伊豆、正木、金久保、舟木和博、
太田信博、紙上、福田の諸君」
『今後の八幡西ロータリークラブのあり方』・『会員増強』という二つのテーマで話が進んでいきま
した。２名のオブザーバー交え盛り上がることができました。オブザーバーの方からも八幡西ロー
タリークラブに親近感を持つことができ、入会に興味が湧いてきたという言葉をいただきました。
八幡西ロータリークラブの良さを入会希望者に上手く伝える良い機会に今回の取り組みはなった
のではないかと思います。特に、次のような話がありました。先ず、全会員がガバナーの次に大変
な役割を担っている岩崎さんの2700地区での活動に関する知識を深めていこうという意見が出ま
した。次に、我がクラブの良いところは、年上が偉そうではなく、年下も偉そうではない事だ。常に、
お互い人間としての礼節をもって接しているから良いのだ、と話して頂きました。更に、当クラブは
５０歳台のメンバーを中心に活動し、先輩は活動を見守り、指導してゆくという仕組みも良いところ
だと教えて頂きました。

【ニコニコボックス】

●三島さんを次年度地区、国際青尐年交換委員会に推挙していただき、ありがとうございました。今日は勉強になりました。
末松孝一君 行橋ロータリークラブ

●岩崎委員長には日頃よりご指導頂き、洗脳されています。本日はありがとうございました。どうぞ行橋クラブへもメーク
アップに、お越しください。 福島小太郎君 行橋ロータリークラブ

●舟木義治さん、久しぶりに例会場で会えました。うれしいです。 吉田、髙嶋の諸君
●ＩＤＭの報告、各記録の方、よろしくお願いします。 正木、是此田、浜崎、大林、岸野、中村、髙橋、小嶋の諸君
●ＩＤＭ、Ｂ班お世話になりました。 江戸君
●ＩＤＭ、Ｃ班お世話になりました。永吉さん、報告よろしくお願いします。 緒方、永吉の諸君
●ＩＤＭ、Ｄ班お世話になりました。 伊豆、三島、紙上、太田信博の諸君
●我が後輩、東筑の輩（ヤカラ）頑張れ！舟木義治、江﨑、稲冨の諸君
●誕生自祝 井上君 ●早退のおわび 佐藤君
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