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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 7月6日 「会長・幹事就任の挨拶」
2018～2019年度 会長岩崎員久 幹事 有松稔晃の諸君

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６月２９日（金）

１．ロータリーソング " 我等の生業 "
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．卓 話 「会長・幹事離任の挨拶」

2017～2018年度 会長 吉田総次郎 君
幹事 富田 稔 君

【前例会の記録】 ６月２２日（金）

例会食事カロリー ７６０ Kcal
会員数 ５０名
当日の出席数 ４３名
ゲス ト数 名
ビジター数 名
会員出席率 ８９．５８％
６月８日の修正出席率 ９５．９２％

【会長の時間】 会 長 吉田 総次郎 君

【祝誕生】
小嶋 一碩 君 昭和１８年６月１３日生
誕生日を祝って頂いて有難うございます。誕生自祝という言葉が
ありますが、私は自分で祝うつもりで先般行われた若松の月例で
優勝しました。スコアは93なのですが私にとっては、あり得ないこ
とが続きまして・・・不思議ですね、ゴルフをされる方は解ると思い
ますが調子の良い時はどの向きに打っても入りますね。自分でも
ビックリしました。７月１日のゴルフ同好会では再度優勝するつも
りでしたが、北海道で高校の同級生８名とゴルフの予定があるた
め参加できません。残念ですが同好会での優勝を皆さんにお伝
えする事が出来ません。７５歳後期高齢者になりましたが益々元
気で行きたいと思います。握る方はハンディを今まで通りでお願
いします。

松尾 和典 君 昭和３５年６月１８日生
５８歳になりました。あと２年で還暦です。今年は幸いなことに６月
９日に娘が結婚しました。マリコレで結婚式を行い、大変盛り上が
りました。何はともあれ一安心しています。誕生日にも娘の結婚
相手も一緒に来て、一人増えた誕生祝いになり何か複雑な心境
でしたが、まぁやれやれと言う所でしょうか。もう一人、息子が残っ
ていますのでこれを裁きたいと思います。それが今年の目標です。

緒方 忠 君 昭和３９年６月１６日生
誕生日のお祝い有難うございます。家族から、酒の飲み方につい
て反省する様に言われています。酒宴に同席した息子から注意
を受けたのですが、私は酒が入ると先輩や目上の方には友達の
様な物言いをし、後輩には威張るそうです。しかも、どうやって家
に帰ったかも覚えていませんでした。とにかく酒で失敗しないよう
に、５４歳にもなるので言動や健康に気をつけたいと思います。こ
んな私ですので家族誰も誕生祝なんてしてくれませんでした。
ロータリーの皆さんだけです。５４歳になって失礼のないロータ
リーライフを過ごしたいと思いますので皆さん宜しくお願いします。

日本🆚コロンビア！ワールドカップロシア大会、やった
ぜ！日本代表！素晴らしい試合でした。この試合を観て
感じたことがあります。西野監督の運の強さです。平成
８年のアトランタオリンピックで代表監督を務め、ほぼ勝
利はないと言われたブラジルに勝利しました。マイアミ
の奇跡と言われています。今回のコロンビア戦も信じら
れない様な展開になりました。キックオフ後、4～５分で
PKを取り、得点し、相手１人退場になりました。こんな強
運は考えられないと思います。

【委員会報告】
会報委員会 委員長 松尾 和典 君
お手元には無いと思いますが、６月の｢月信｣の１４ページ
に岩崎さんが、財団委員長という立場の報告をしています。
お帰りになって読んで頂ければと思います。

インターアクト委員会 次年度委員長 舟木 和博 君
次年度のインターアクトの２回目の例会が７月５日（木）17：
00から自由が丘高校であります。ご都合のつく方は是非ご
参加頂きますようお願いします。
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【ニコニコボックス】

クラブアッセンブリー報告お願いします。サッカー日本代表おめでとう！！
伊豆、貞方、河島、三島、江戸、浜崎、永吉、赤田、波多野、稲冨、太田信博、 谷、

髙橋、吉田、藤村、江﨑、大坪の諸君

金久保、神尾、永吉、三島の諸君 大変お世話になりました。 正木 君

早退のお詫び。 廣田 君

誕生自祝 小嶋、松尾、緒方の諸君

【クラブアッセンブリー】 各委員会活動の実績報告 各委員長報告

クラブ奉仕常任委員会 常任委員長 岸野 玲 君
理事会と各委員会との調整を図り、委員会活動の活性化を図る。クラブ協議会、クラブ討論会を通して、委員会活動を円滑に行える環境を作る。
会員相互の理解と親睦を深める目的でI・D・Mを年間３回開催。クラブの中長期計画を考える体制と人選を検討する。前々期のパスト会長と現
会長とで中長期の計画委員会を２回開催した。I.・D.・Mに入会候補者を招待した効果もあり、来期４名の新規会員が入会予定。
出席委員会 委員長 江﨑 嘉春 君
例会への出席は、義務である事を理解し、有意義な時間を共有出来る様に、出席率の向上を目指して行く。例会出席は義務である事をもう一
度理解して頂き、できる限りの努力をしていただく。どうしても参加出来ない場合は、メイクアップを必ず行い、修正報告時に、１００％を目指す。
欠席する場合は食事が無駄にならない様に必ず事務局へ連絡し無断欠席は絶対にしない。毎月、第２例会で、１００％出席者を表彰し、記念
品を贈る。今年は４色のボールペンの付いたシャープペンシルを贈りました。
会報・雑誌・広報委員会 委員長 松尾 和典 君
広報については赤田さんが１年間を通してホームページをずっと更新してくれました。お陰で、多くの方が閲覧していると思います。週報につい
てはクラブ内で印刷する事を前提に、ソフトを統一し、原稿から編集までを委員で廻しながら行いました。｢以前に比べて文章なり見え方がもう
尐し｣と言う声がチラホラありましたが、委員一人一人の個性も含めて制作しました。今期の改善点は次期の委員会にお任せしたいと思います。
親睦・健康管理委員会 委員長 緒方 忠 君
親睦委員会のメンバーは会員拡大と凄く密接な関係があります。若い入会メンバーは親睦委員会に配属される事が多く、今年で３年連続の方
が数名いました。今期の委員会が発足した際に委員の方を集めて、｢今期の親睦委員会は、なるべく負担を平等にして、委員会メンバーも楽し
める様な会にしよう｣と話をしました。ですから観桜会・観月会等の催しでは委員全員タンタンと対応させて頂きました。ニコニコボックスに関して
は皆様のご協力のお陰で１００万超えを達成する事ができました。健康管理では北九州の子供食堂の話をさせて頂きました。
会員増強・職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会 委員長 山口 典浩 君
会員純増２名と言う目標でスタートしました。お陰様で実力の無い委員長と老齢なメンバーの暗黙のプレッシャーが危機感を煽ってか、４名の
方を当クラブに推薦頂きまして、先週２名の方をインフォメーションさせて頂き、入会の了承を得ました。目標の純増２名は達成出来ませんでし
たが、２ゴール２アシストと言ったところでしょうか。中途半端な成果で終わる感じですが、アドバンテージ２名でスタートする次の委員長はいい
なと思います。
プログラム委員会 委員長 舟木 和博 君
活動内容としては｢プログラム｣と言う事で皆さんのご協力を賜りながら外部講師等を呼んでやって参りました。穴を空けるのではないかと思って
いましたが、皆さんのお陰で今日まで来れています。もう考える必要は無いので安心です。有難うございました。｢他の委員会と情報共有し、
様々なプログラムにチャレンジする｣と挙げてましたが、プログラム委員会として積極的ではなかったと反省しています。I・Mに関しても皆さんと
一緒にやったと言う感じです。卓話者から原稿を貰えずに、週報の方にも申し訳なかったと思っています。
職業奉仕常任委員会 常任委員長 谷 良樹 君
職業奉仕の理解の為の卓話と言うのを昨年７月のクラブ奉仕月間に社会奉仕に貢献している企業をビデオで紹介しました。職場訪問は１回目
は一の宮神社で当クラブの５０周年記念碑の除幕式を行いました。２回目は良い職場訪問先を見つけることが出来ず、八幡医師会の在宅医療
の介護支援センター職員に来て頂き卓話と言う形で職業奉仕の話をうかがいました。｢四つのテスト｣については全員で唱和をする事などはあり
ませんでしたが会場には常に掲げていました。
社会奉仕常任委員会 常任委員長 浜﨑 靖 君
当初、１９１１年第１回シカゴ大会のシェルドンから23-34の決議、１９９２年オーランド大会の実践哲学、集団的奉仕活動と継続性等をスライドを
使って紹介しました。次に５０周年と言う事で当クラブの５０年の奉仕活動をまとめてスライドで紹介しました。到津の森公園、北九州命の電話
等に寄付を行っています。今年になり、身障者ゴルフにも支援しようとしています。７月３日に北九州市庁舎３階で北九州市暴力追放推進会議
の総会についての案内が来ています。興味のある方は参加してみては如何ですか。
国際奉仕常任委員会 常任委員長代理 富田 稔 君
ロータリー財団の中でポール・ハリス・ソサエティーが４人だったと言う事で、クラブで大体１割を達成したと言う事で財団からお褒めの言葉を頂
いています。グローバル補助金または地区補助金を利用したプロジェクトについての検討は岩崎さんの御指導を受けながらリサーチをして次
年度には実行に移したいと思います。
青尐年奉仕常任委員会 常任委員長 三島 靖男 君
今期にあたり全員で会議を行って、今年はインターアクトの活動をサポートする事に専念すると言う事で始りましたが、去年と今年で顧問の先
生が２度代わりまして、連絡事項等々でゴタゴタしていました。当初、インターアクト５周年の記念イベントを考えていましたが出来ず、インターア
クト生とロータリアンが一緒に事業する事も学校側との調整がつかず出来ませんでした。しかし、その他の例会等については皆さんのご協力で
年８回開催する事が出来ました。
会場監督 委員長 金久保 和 君
マイク担当、レコーダー担当を１年間シフトを組んでいましたが、忙しいメンバーが揃っていたために、急遽、担当が代わると言うことが多々あり
ました。しかいSNSを利用して迅速な対応が出来、皆で力を合わせて１年間やって来れたと思います。活動内容としては４ヶ月に１度、１ヶ月間
指定席とし、３ヶ月間実施する事が出来ました。その他、受付に設置してある名札掛けを新しくしました。

ガバナー補佐 稲冨 靖彦 君
I・M実行委員長を大林さんが勤めていましたので私は大船に乗ってました。本当に安心してお任せできました。８年に１回、この
イベントは回って来ます。こう言ったことを期にロータリーの知識を深める、そう言った機会にちょうどいいと思うので、やはり全
員参加でやって頂いてロータリーそのものを楽しめる、そんな会員になって頂きたい。
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