
WEEKLY  REPORT

The Rotary Club of Yahata West Japan

2018.7.13   NO.2466                        八幡西ロータリークラブ

2018～2019年度

会 長 岩崎 員久

副会長 岸野 玲

幹 事 有松 稔晃

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 ７月２０日 “クラブアッセンブリー” (今年度、各委員会活動方針) 各委員長担当

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

【本日の例会】 ２０１８年７月１３日（金）

１．ロータリーソング " 手に手つないで "
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 「自由が丘高等学校イアンターアクト 活動報告」

インターアクター報告

【前例会の記録】 ７月６日（金）

例会食事カロリー ９７０ Kcal
出席報告
会員数 ５２名
当日の出席数 ３６名
ゲスト数 名
ビジター数 名
会員出席率 ７２.００％
6月22日の修正出席率 ９５.８３％

【会長の時間】 会 長 岩崎 員久 君

【幹事報告】 幹 事 有松稔晃 君

１）本日例会終了後「７月度定例理事会」を開催いたします。
新、理事各位は宜しくお願い致します。

2）例会臨時変更のお知らせ。

★門司西ＲＣ
①７月１２日（木）１２：３０～コメダ珈琲店北九州勝山店
②７月１９日（木）１８：３０～三井倶楽部
★八幡ＲＣ
①７月１７日（火）の例会は

２１日（土）１６：００～仲宿八幡宮
②７月２４日（火）と８月１４日（火）は休会
★若松ＲＣ
①７月２３日（月）１８：３０～魚庵 千畳敷
★若松中央ＲＣ
①７月２５日（水）の例会は

２３日（月）１８：３０～魚庵 千畳敷

皆様こんにちは、八幡西ロータリークラブ第52代会長を拝命

いたしました岩崎員久です。一年間有松幹事とともに頑張っ
ていきますのでよろしくお願い致します。今日、突然の大雨で
昨年を彷彿させましたが、本年度は何とか開催したいと思い
ました。大勢の皆様にお越しいただきありがとうございました。

今日から二人新メンバーになられる方がいらっしゃいますの
で入会式を行います。お二人にロータリーの目的・四つのテ
スト・会員バッジを授与いたします。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

藤本生男 君 昭和４２年１０月６日生

【新会員紹介】 吉田 浩二 君 昭和４５年５月１６日生

職業分類 防水工事
事業所名 ㈱創建
役 職 代表取締役社長
所 在 地 〒807-0055

遠賀郡水巻町二西 3-17-28
趣 味 ゴルフ

職業分類 外壁補修
事業所名 ㈲トウワメンテナンス
役 職 代表取締役社長
所 在 地 〒807-0801

八幡西区本城 3-22-13
趣 味 ゴルフ

＜2018～2019年度定例理事会＞ 議事録
開催日 平成３０年７月６日（金）１３：３０～千草ホテル例会場

＜議 題＞
１）2018～2019年度、８月度例会プログラムについて
８月３日 〞クラブフオーラム 〞（会員増強について）

担当：会員増強委員会
10日 休 会 （１）
17日 「映画作りで学んだ、物語を売る方法」

放送作家 高坂 圭 様
24日 「新会員自己紹介」
31日 〞クラブフオーラム 〞（地区委員としての活動）

地区職業奉仕委員 神尾康生 君
地区国際青少年交換委員 三島靖男 君

＜承認＞

2）川越和宣、藤本生男、吉田浩二の各会員は７月６日より入
会とし、委員会所属を検討。

＜親睦委員会とする＞

3）会員名簿に携帯電話番号を記載について。

4）災害時の休会基準について。

優勝しました。前日の大雨から猛暑日になりまし
たが同伴者に恵まれ実力以上のものが出たと思
いますが、波多野さんにグロスで勝てなかったこと
を糧にしてまた一年間頑張っていきます。

｛吉田会長杯優勝者挨拶｝ 三島靖男 君



八幡西ロータリークラブ第52代会長を拝命いたしました岩崎員久です。
今年度バリーラシンＲＩ会長は『BE THE INSPIRATION（インスピレーションになろう）』をテーマに掲げました。
それに応えて岡野正敏ガバナーは『寛容と思いやりそして和の心』を地区メッセージとして発信されました。
八幡西ロータリークラブとしましても、おふたりのテーマ・メッセージに沿って行動する為に『元気になろう!!
八幡西ロータリークラブ』を合言葉に活動したいと思います。国際ロータリーは、全世界の個々のロータリー
クラブの集合体で成り立っています。決してロータリークラブのトップではありません。国際ロータリーは、
個々のロータリークラブから提示された問題や議題を審議する機関で、決定事項は命令ではなくあくまで
推奨する機関です。ロータリークラブをどのように運営して行くかは、個々のロータリークラブに任されていま
す。八幡西ロータリークラブとしましては、国際ロータリーの方針を遵守しながらも独自のカラーを全面に出
した活動を実施したいと思います。今年度の活動項目の最重点課題に『ポリオの撲滅』を挙げています。
これを受けて今年度の指針を５項目挙げました。
１ ポリオプラス撲滅のための募金箱への寄付の更なるお願い

２ ロータリー財団補助金を活用してのプログラム実行における公共イメージの向上
３ 会員増強（今年度55名を目標に、5年間で60名体制に増強する）
４ 青少年奉仕部門の充実（将来のロータリアンを育成するための器づくり）
５ クラブプログラム・地区プログラムへの積極的参加のお願い

以上５項目を掲げ、会員全員で目標に向かって元気あるクラブにしたいと思います。
クラブ運営にあたってはCLP（クラブリーダーシッププラン）が重要ですが、これまで地区委員会に長く在籍していた後遺症でDLP（地区
リーダーシッププラン）を進めていく事があるかもしれません。その際は岡野正敏ガバナーの『寛容と思いやり』の精神でお許しください。

今年度はクラブ会長と地区ロータリー財団委員長の二足の草鞋を履く事になりますが、気持ちは八幡西ロータリークラブの会長に重
きを置くつもりです。その為には皆様のご協力がぜひとも必要です。 ぜひ皆様のお力をお貸しください。
有松幹事とともに頑張りますので、一年間よろしくお願い申し上げます。
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伊豆統一郎君 昭和９年７月５日生

誕生日を祝って頂き有り難うございます。恒例によりプレゼントの紹介をさせて頂
きます。「門司港地ビール３本セット」です。７月５日妻と食事しました。翌日結婚
生活５７年初めてラブレターを家内よりもらいました。内容は、「パパ誕生日おめ
でとうございます。八十四才ですね、私ももうすぐで七十七才です。人生の黄昏
に来て思うこと考えさせられることなど多々ありますが、今日の祝いを二人で祝
えたことは、今迄にないとてもうれしく喜んでいるところです。今から余生は楽しく
明るく毎日を送れたらと思います。」というものです!!!

井口昭彦君 昭和３４年７月５日生

誕生日を祝って頂き有り難うございますした。５９才になりました。
通勤で歩くことを決意いたしました。来年はずいぶん体重も減っ
ていることでしょう。皆様、御代わりと大盛りごはんを食べていた
ら注意していただけたら助かります。

赤田隆一君 昭和３８年７月５日生

誕生祝い有り難うございます。５５才になりました。誕生プレゼント
を準備していただいた村山さんより連絡事項です。必ず要冷蔵で
速やかに保管しおいしく飲まれてください。昨年の運動を阻害した
怪我も治りつつあります。本年はより高い目標をもちチャレンジし
ていきます。

【ニコニコボックス】

本日より一年間よろしくお願い致します。 岩崎・有松の諸君

有松幹事の船出を祝して
岸野・是此田・永吉・髙橋・河島・坂本・松尾・稲冨・正木
安東・波多野・村山・福田・緒方・谷・大林・江崎・髙嶋の諸君

誕生祝・岩崎会長、有松幹事の船出を祝して
伊豆・赤田・井口の諸君

今日から入会いたしました。よろしくお願いします。
吉田浩二・藤本生男の諸君

先日のゴルフ同好会取り切り戦大接戦の中優勝でき
嬉しかったです。今後もがんばります。 三島君

【祝誕生】

【会長就任の挨拶】 岩崎員久 君

【幹事就任の挨拶】 有松稔晃 君

今期幹事を拝命いたしました、有松稔晃です。会長の岩崎さんは、国際ロータリー第2700地区ロータリー
財団委員長を兼任されています。そのために、時にいちクラブを飛び越えて、ロータリークラブ全体を見
渡すことのできる視野をお持ちだと思います。そのような会長の下、甚だ役不足とは存じますが、１年間
会長の補佐として、会務を勤めさせていただきます。皆様よろしくお願いします。さて岩崎会長のクラブに
対する合言葉は「元気になろう!!八幡西ロータリークラブ」です。ここで、この「元気」という言葉を少し調べ
てみました。「元気」はもともとは平安時代の『今昔物語』のなかに出てくる「減気（げんき）」が語源で、「病
気」と対になって使われていたようです。つまり「減気」というのは、悪いほうの「気」が減ってくるから、健
康に向かいます。これが江戸時代になると、 「験気(けんき)」という言葉になります。井原西鶴の作品によ
く出てきますが、「験」は「あらたか」になる、顕れるという意味。ですから、「験気」は健康に向かうほうの
良い気が現れることです。その「験気」が転じて「元気」になる。貝原益軒の『養生訓』には、現在と同じ漢
字で「元気」が出てきます。そのような過程を経て、東洋の独特な観念である「万物を産み育てる気」であ

る「元気（気の元）」の意が加わり、明治になると、 「元気」はわたしたちが使っているのと同じ意味で、人々に好んで使われるように

なりました。すなわち、「元気」とは体の調子がよく、健康であること。そして、活動のもとになる気力。また『いきいきとして活力の盛ん
なさま』です。我が八幡西ロータリークラブも私も含めて、皆さん一年健康で、生き生きと活動していきましょう！
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