
任命された中塚睦彦です。
ご挨拶に参りましたRI会長のテーマは、
「インスピレーションになろう」解釈は、
いろいろありますが、素晴らしいひらめきを
もって未来に希望をという思いを感じていま
す。我々に身近な２７００地区岡野ガバナー
のテーマは「寛容と思いやり そして和の
心」非常に穏やかな中にも皆様に期待を
持たれていると感じます。

活動計画書を拝見して、岩崎会長の方針が素晴らしいクラブ運営
ではないかと感じています。
皆様のご支援を受けながら１年間頑張っていきます。
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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２７日 “クラブフォーラム” (ロータリー情報について)
会員増強・職業分類・会員選考・ロータリー情報 委員長稲冨靖彦 君

八幡西ロータリークラブ

《会報委員会》
福田 学 髙嶋 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２０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．祝誕生 佐藤 進 君 Ｓ２４年７月１８日
５．会長の時間
６．各委員会報告
７．ニコニコボックスの報告
８．幹事報告
９．クラブアッセンブリー （各委員会今年度活動方針の発表）

各委員長報告

【前例会の記録】 ７月１３日（金）

例会食事カロリー １, １５０ Kcal
出席報告
会員数 ５３名
当日の出席数 ４４名
ゲスト数 ６名
ビジター数 名
会員出席率 ８４.６２％
６月２９日の修正出席率 ９１.６７％

ゲ ス ト ：ＲＩ２７００ 第３Ｇ ガバナー補佐 中塚 睦彦 君
遠賀ＲＣ 松山 竜哉 君

自由ヶ丘高校ＩＡＣ顧問教師 菖蒲 淳 様、外
インターアクター3名

【会長の時間】 会 長 岩崎 員久 君

【幹事報告】 幹 事 有松稔晃 君

１）例会臨時変更のお知らせ。
★八幡南ＲＣ
①７月２６日（木）１８：３０～ホテルクラウンパレス北九州
②８月１６日（木）は休会
★直方中央ＲＣ
７月３０日（月）と８月１３日（月は休会
★小倉ＲＣ
①８月１０日（金）は休会
②８月２４日（金）１８：３０～リーガロイヤルホテル小倉
③９月２８日（金）１８：３０～アーフェリーク迎賓館
★小倉西ＲＣ
①８月２日（木）１８：３０～門司港地ビール工房
②８月１６日（木）は休会
③８月３０日（木）１８：３０～ステーションホテル小倉
★戸畑東ＲＣ
①先に、７月３０日（月）は変更と通達しておりましたが、
８月６日（月）１８：３０～ステーションホテル小倉にて
変更になりました。（７月３０日（月）は通常例会）
②８月１３日（月）は休会
★八幡中央ＲＣ
①８月２０日（月）１８：３０～西日本工業倶楽部
②９月１０日（月）１８：３０～パッソデルマーレ
③８月１３日（月）は休会

「只今次年度名簿の作成準備に取り掛かっております。名簿に携帯
電話の番号を入れる予定にしておりますが掲載不可の方は幹事又
は事務局までご一報ください。」

本日、新たなメンバーが増えます川越さんです。
ご挨拶をいただきます

本日インフォーメーションを受け正式に入会いたしました。

川越和宣です。親の代から建設業とドコモショップを経営して
います。皆様と今後活動していき地域にお返しをしながら私も
成長していきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

【新会員紹介】 川越 和宣 君 昭和５２年９月１０日生

職業分類 土木工事
事業所名 川越建設（株）
役 職 代表取締役社長
所 在 地 〒807-0806 八幡西区陣原

５－１０－３２
趣 味 ゴルフ、スノーボード

【2018～2019年度第3グループ中塚ガバナー補佐の挨拶】

今年は、遠賀RC主催で２７００地区第３グループIMと親睦ゴル

フを宮若市のザ・クラッシックにて１１月７日（水）に開催いたし
ますご参加の程よろしくお願いいたします。

【遠賀ＲＣ 松山竜哉君】



皆さんこんにちは、本年度最初の外部卓話、昨年度のインター
アクト活動報告です。
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誕生日を祝って頂き有り難うございま
す。５９歳になりました。私の家庭は親
の代から誕生日だけは家族そろってして
いました。７月３日の当日は多くのメッ
セージをいただきました。台風が来て、
サッカーの日本とベルギーの試合が
あった日です。５０代最後の１年間を精
一杯有意義に楽しい年にしたいと思い
ます。

【ニコニコボックス】

自由ヶ丘高等学校インターアクト報告楽しみにしています。
伊豆、河島、坂本、貞方、正木、舟木和博、小嶋、安東、柿本

有松、是此田、江崎、松尾、髙嶋の諸君

今年度ガバナー補佐として挨拶に来ました。
合わせて松山君は親睦ゴルフの案内です 中塚睦彦君

中塚ガバナー補佐、松山さんようこそ 稲冨君

川越さん、ご入会おめでとうございます。
ロータリーライフを楽しんでください。 太田吉彦、三島の諸君

誕生日自祝 富田君

早退のお詫び 村山君

【祝誕生】 富田 稔君 昭和３４年７月３日生

【インターアクト委員会】 委員長 舟木 和博君

自由ｹ丘高校ＩＡＣ現在、２年生９名・１年生５名・部員計１９名で
活動しています。あしなが学生募金が初めての活動で、両親の
いない子に対し援助するためチラシの配布と声掛けを行いまし
た。チラシを受け取ってもらえるように努力していくうちに積極的
に楽しく活動できました。

僕が、私が、市長になったらという小学生から大学生までが参
加するイベントにおいて受付をしました。１年生は清掃以外初め
ての行動で、陰で行う仕事が中心でした。縁の下の力持ちに魅
力を感じました。

年次大会は、和についての講和をきいて表彰で他校に決まっ
たのが悔しかったです。文部科学省がボランティアは大切だが
行っていないという方が半数弱ときき、次回は周りを巻き込んで
いくことで表彰を目指したいです。

折尾の清掃が中心ですが、グリーンバード８月から地域の大人
と係われることにより地域のあたたかさと一般の大人との交流に
より成長できます

来年から、子供食堂の計画を推進していきます。今後の計画
については自分たちから道を見つけて進めたいです。今迄はサ
ポートセンターから来てみないかと言われて参加していましたが、
今後は自らが中心となって現在このまちで不便を感じている部
分を変えられるように運営が出来るようなります。

＜吉田理事＞

市丸君から声をかけられて入部しました。ものづくりや設計に
興味があり、その行動で多くの方々に喜びと笑顔を頂きたいとい
う気持ちを高校を卒業して大学まで持っていきます。

＜市丸部長＞
部室もなく表に出ない部活でも月に１回定例会があります。
本年、自分はこうありたいという思いをもって活動したいです。
今後とも活動の支援をお願いいたします。
有り難うございました。

【インターアクトクラブの活動報告】
部長 市丸裕也君・理事 吉田来基君・中村悠璃君

＜2018～2019年度臨時理事会＞ 議事録

開催日 平成３０年７月１３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、髙橋良知
波多野正信、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）舟木義治会員は定款第９条第３節（ｂ）の規定により出席免除
願い（ロータリー歴及び年齢を足して８５年）

＜上記、承認＞

佐 藤 進 君 ３１年
岸 野 玲 君 ２０年
坂 本 敏 弘君 ８年
太 田 吉 彦君 ６年
三 島 靖 男君 ５年
髙 橋 良 知君 ３年
梛 野 晴 司君 ２年
中 村 克 己君 １年

６月度 １００％出席皆勤表彰

【委員会報告】 会報委員会 江﨑君
７月号ロータリの友をご紹介させていただきます。

横組み３７ページちょいワル深い人と岡野正敏ガバ
ナーが紹介されています。

縦組み４ページ音楽教育は人間教育の藤重佳久様の
本気で生徒と向き合う気持ちに感銘を受けます。
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