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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
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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 ５月１８日 ｢題未定｣ 株式会社ギラヴァンツ北九州 代表取締役社長 玉井 行人 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

【本日の例会】 ２０１８年５月１１日(金)

１．君が代斉唱
２．ロータリーソング “日も 風も 星も”
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．祝誕生 谷 良樹 君 S３８年５月１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 ｢動物の検疫について｣ 農林水産省 動物検疫所

門司支所長 鎌川浩之 様

【前例会の記録】 ４月２７日(金)

例会食事カロリー ９８５ ㎉
出席報告

会員数 ５０名
当日の出席者 ４２名
ゲスト数 ０名
ビジター数 ０名
会員出席率 ８５．７１％
４月１３日の修正出席率 ８７．７６％

【会長の時間】 会 長 吉田 総次郎 君

4月21日土曜日に次年度の地区研修・協議会が開催されました。次
年度会長の岩崎さんを始めそれぞれの立場にで出席されたことと
思います。有意義な委員会活動ができ、八幡西ロータリークラブの
発展に是非つなげていただきたいと思います。皆で協力して活動が
できたら良いですね。それから、福岡ロータリー美術展にも行かれ
た方がいるようですね、九州北部豪雨復興支援チャリティ展として
開催されています。有松さんが頑張られています。溝上さん、お久
しぶり。免許の更新も忘れるほど仕込みに集中するから、あんなに
美味しいお酒ができるのですね。さて、本日我がクラブを代表して、
活躍してくださる三名に、安増G・岡野GNから委嘱状が届いていま
す。

岩崎員久 国際ロータリー 危機管理委員会委員
神尾康生 職業奉仕委員会委員
三島靖男 国際青少年委員会委員

【幹事報告】 幹事 富田 穣 君

１）来週（5月４日）の例会は祝日休会のため、「5月度定例理
事会」は５月１１日（金）の例会後に開催いたします。理事各
位はご承知おき下さい。

２）例会臨時変更のお知らせ。
★若松RC
５月７日（月）１８：３０～和光亭

★門司西RC
５月１７日（木）の例会は ↓
１９日（土）・２０日（日）宗像ユリックス

【祝誕生】 溝上 智彦 君 昭和39年3月2日生

みなさんお久しぶりです。半年ぶりです。いつも酒の仕込
みの真っ最中ですから、ここ20年くらい自分の誕生日も
忘れて仕事をしていました。免許の切り替えも二回流し
ています。このような仕事です。半年しか例会に出席で
きませんが、皆様今後ともよろしくお願い申し上げます。

【委員会報告】 会員増強委員会 山口 典浩 君

本日、例会終了後、会議を行いますので
宜しくお願いします。

＜2017～2018  ４月度臨時理事会＞議事録
開催日 平成３０年４月２７日（金）千草ホテル

＜議 案＞

１） 会員候補者2名の推薦カード受理。
＜次の段階、職業分類委員会 → 会員選考委員

会に具申する＞



2018.5.11 NO.2457 八幡西ロータリークラブ

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

【クラブアッセンブリー 】
2018～2019年度 ＲＩ Ｄ2700 地区研修・協議会の報告

三島 靖男 君

当日は幹事の代行として、地区協議会の拡大会員増強委員会に出席し
ました。
委員会の方針は「クラブファーストの具体的な実行」です。「会員を増や
す」「クラブを強くする」「クラブを維持する」この３つの具体的な実行によ
り楽しいロータリーライフを実現して参ります。その中で、各クラブで新会
員に対して、会員研修委員会を作るようにしたいとの意向が示されました。

金久保 和 君

米山記念奨学会とは日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援
する国際奨学事業です。この奨学会は米山梅吉翁の死後6年後に東京
RCが氏の功績を記念して始めた制度であり、世界に類を見ない日本の
ロータリークラブ独自の事業となっています。現在年間800人の奨学生を
採用し、将来の日本と世界とを結ぶ架け橋になって、国際社会で活躍し、
ロータリー運動の良き理解者を育成しています。この年間の事業費13億
円は皆様からの寄付金で成り立っていますので、ご協力のほどよろしく
お願いします。

紙上 義全 君

社会奉仕委員会にて、社会奉仕とは何かとの説明にあたり、穴井元昭
カウンセラーからロータリー設立から現在に至るまでの変遷のお話があ
りました。一つはロータリーは奉仕団体であり、親睦団体であることから、
最終的には寄付を行い、社会奉仕を行いましょうとのことでしたが、クラ
ブを続けることも社会奉仕ではないかと感じました。

廣田 豊 君

職業奉仕員会に出席し、職業奉仕の考え方を教えていただきました。
地区の中で、職業奉仕のためにどんな活動を行っているかのアンケート
の中で、技能表彰された方を改めて表彰したり、それぞれの職種を生か
して、無料相談会を行ったり、IDMに似ているのですが、 ご自分の仕事
について夜間集まってディスカッションを行い、例会で発表するなどの取
り組みがあるとのことで、今後の活動の参考となりました。

井口 昭彦 君

ロータリー情報研委員会の研修会究会に出席いたしました。活動内容と
しては、
前年に引き続き地区での研修会開催、地区情報委員長会議を開催し、
ロータリー情報の発信と各クラブとの情報交換を行う。また各クラブから
の要請を受けて卓話も行います。規程審議会に基づく標準定款変更に伴
い、各クラブにおいても定款の
変更、細則の変更等を行って頂きたいとのことでした。

舟木 和博 君

青少年奉仕及びインターアクト委員会に参加しました。青少年奉仕は
ロータリーの五大奉仕の中で、5番目に位置するもので、重要な意義を
持っており、『インターアクト』、『ローターアクト』、『RYLA』、『国際青少年
交換委員会』という委員会が素晴らしい活動を行なっています。近年、青
少年奉仕の中に、未来ののロータリアン育成のニュアンスが入ってきてい
ます。若い人たちの面倒を見るのは、恩返しではなく、恩送りだという発
想で活動を行うことも重要だと感じました。

岸野 玲 君

会長幹事副会長委員会に出席しました。岡野ガバナーエレクトの掲
げるメッセージは「寛容と思いやり そして和の心」です。わっしょいと
いう言葉がありますが、これは“皆で和を背負う”という意味で、一年
間頑張りたいとのこと。また危機管理委員会ですが、留学生について、
長期にホストファミリーに預けている中で、近年セクハラなどのトラブ
ルがあり、そこで危機管理委員会にて様々な対応が行われています。
好ましくない事象が生じたときにロータリーアンとしてどのように対応
すべきかを考えるための契機となるようにとのことでした。

岩崎 員久 君

本来は財団委員会にて講師を務めるところでしたが、会長幹事会に
出席いたしました。危機管理委員会の委嘱状を受けましたが、地区
の委員会の委員長は全て委員となっています。来年は寛容と思いや
り、そして和の心を持って、活動を行いたいと思います。最後に、うち
のクラブは義務出席会員の半分しか出席していません。来年は委員
長の方は全員出席してくださるようにお願いします。

【ニコニコボックス】

クラブアッセンブリー 地区研修・協議会の報告 よろしくお
願いします。
神尾、大坪、河島、三島、浜崎、安東、髙橋、廣田、稲富、
江﨑、藤村の諸君

5月3日４日 門司港の多目的広場で焼きカレーの出店をしま
す。ゴールデンウィーク
門司港に来られた際は是非お立ち寄りください。妻と二人で
やってます。

村山君

岩崎さん、伊豆先生をはじめ、アートクラブ展示に足を運ん
でくださりありがとうございました。

有松君

THE MAY の応援 ありがとうございました。また、伊豆先生
写真頂きました。
重ねて、ありがとうございます。

松尾君

伊豆先生 写真ありがとうございました。素晴らしい。
吉田君

伊豆先生 写真ありがとうございます。とても美しくとれてい
ますね。（被写体は悪いのに）

正木、赤田の諸君

誕生自祝
溝上君

早退のお詫び
緒方君

大林 清幸 君

ロータリー財団地区研修会に出席しました。内容としては、RC会長バ
リー・ラシン氏の2018年〜2019年度の最大の目標としてポリオ撲滅を掲
げており、（1985年よりポリオワクチンの接種を始めています）、あと少し
で撲滅できるのではないかとの見込みです。次に、グローバル補助金に
よる国際社会奉仕活動の推進を掲げています。最後に年次基金寄付、
恒久寄付、使途指定寄付金など、さらなる寄付のお願いがありました。
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