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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 ９月２１日 「ガバナー補佐訪問記念高話」
ＲＩＤ２７００ 第３グループ 中塚睦彦 君

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

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．祝誕生 川越和宣 君 Ｓ５２年９月１０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．卓 話 「働き方改革」 井口昭彦君

出席報告 例会食事カロリー 1,100Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 47名
・ゲスト数 0名
・ビジター数 2名

会員出席率 72.55％
・8月24日の修正出席率 96.08％
・ビジター：林英次、中村光雄の諸君(遠賀ＲＣ)

会長の時間 会 長 岩崎 員久

今日は遠賀ロータリーの林会長と中村さんが第３Ｇゴルフ
会のご案内でおみえになっております。

遠賀ロータリークラブ 会 長 林 英次君
皆さんこんにちは、今日はお世話になります。

遠賀ロータリークラブは２０１９年２月１６日インターシティミー
ティングを実施します。それにともない懇親コンペを企画いた
しました。今日は、参加のお願いに参りました。実行委員長を
務めております中村の方で説明をさせて頂きます。

どうかよろしくお願いいたします。

遠賀ロータリークラブ 中村 光雄君
１１月７日に皆さんと親睦をはかる目的でゴルフコンペを企

画しました。優勝者には鹿児島の旅行を夫婦で行ってもらお
うとか、何になるかはわかりませんが、クラシックゴルフ場に４
名ほど無料招待というような賞をつくろうというようなことを考
えております。そして、うまくかみ合わなくても全員に、たぶん
今まで食べられた中ではものすごくおいしい食パンを持って
帰ってもらおう、ということを企画しております。遠賀ロータ
リークラブ自体は年中あることではないから全員で出迎える
と、いうような考えでやっています。どうぞ、親睦を深めるため
に参加を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

本日の例会 ２０１８年９月１４日(金)

前例会の記録 ９月７日(金)

幹事報告 副幹事 三島 靖男

１）本日例会終了後、９月の定例理事会を開催いた
します。
各理事の方は、参加をよろしくお願いいたします。

２）溝上会員の個人のＥメール
Kyk1844@sirius.ocn.ne.jp
今後は上記のアドレスへお願い致します。

３）金久保会員の携帯番号が０９０ではなく０８０＞
ということで訂正の方よろしくお願いします。

【お知らせとお願い】

中塚睦彦第３Ｇ ガバナー補佐 クラブ協議会日

平成３０年９月２１日（金） １３時４０分 ～１４時４０分
尚、クラブ協議会へは理事・各委員長及び下記の入会３年

未満の方は出席をお願いいたします。
↓

入会3年未満：永吉大祐、溝上智彦、櫻井久紀、梛野晴司、
貞方友明、河島昭彦、藤本生男、吉田浩二、川越和宣の諸君

岡野正敏ガバナー 公式訪問日

平成３０年１０月５日（金）
・会長・幹事との懇談会 １１時１５分 ～ １２時１５分
・例 会 １２時３０分 ～ １３時３０分

※ 止む無く当日ご欠席の方は必ず幹事までお知らせ下さい
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【ニコニコボックス】

・本日は大変お世話になります。第３グループ親睦ゴル
フの件、どうぞよろしく お願いいたします。

遠賀ロータリークラブ 林会長、中村君
・溝上酒造の「夢天心」、県知事賞受賞おめでとう。

井上君
・I.D.M報告、がんばります。

貞方、高嶋の諸君
・I.D.Mの報告よろしく。

伊豆、松尾、稲冨、谷、安東、江﨑、三島、岸野、江戸
村山、藤村、河島の諸君

・誕生自祝 舟木和博君
・I.D.M報告よろしくお願いします。早退お詫び

佐藤、正木、廣田の諸君

クラブフォーラム「第１回 Ｉ・Ｄ・の報告」
テーマ：2016年度規定審議会の採択について

ＩＤＭ A班 報告者 福田 学君

ロータリーの健全性について、連続４回欠席で会員資格
消滅するとあるが、会則で決めて良い、厳しくやっていくと
ロータリーの拡大にも障害がある。かといって欠席をしたか
らといってロータリーの健全性は損なわれない。諸先輩方
から「沢山の謹厳を得れる」ということもロータリーの楽しみ
の一つである。当クラブの良さをどう成長させて行くために、
新旧会員交え先輩方と共に活動できれば良いとなりました。

ＩＤＭ Ｂ班 報告者 貞方 友明君

国際ロータリーはお金だけを言っているんじゃないか、例
会を月２回などありえない。ロータリーの在り方自体が変
わってきているんじゃないか、ロータリーはみんなで例会に
出席し、親睦を深め、奉仕の精神を分かち合う場なのだか
ら例会の出席は不可欠な問題です。出席できるときに例会
に参加して親睦を深める必要がある。昔は、出席が大事だ
ということで、いくらメーキャプをしていても、例会に６割以
上でてないと退会勧告がでていた。柔軟性といって緩くして
いけば統制が取れなくなる危険性があるんじゃないか、出
席率が一段と低くなる。それと、無断で欠席される方がいる
ので、これは絶対してはならない。

ＩＤＭ C班 報告者 江﨑 嘉春君

例会の方法や頻度を柔軟に決めることのできるクラブは入
会者が集まりやすく、会員の参加が促され、新会員と現会
員のモチベーションが高まることが、これまでの調査と会員
の経験によって示されています。このことに関し、それぞれ
の方に意見を述べて頂いた。今までどうりに、我がクラブは
やっていくのが一番良いという結論となった。

ＩＤＭ Ｄ班 報告者 紙上 義全君

２０１６年度に採択された内容が、クラブ活性化につなが
るという調査結果が出ているが、「本当に高まっているの
か」、「下がっているのではないか」との意見が多く出ながら
討議が始まった。例会スケジュールの変更について、月４
回の例会ということで、日本人の国民性を考えたら、縛り付
けたり辞めさせづらい雰囲気を作るといったメリットがある。
出席率の緩和ですが、出席を重視しているのはやはり会員
さん同士が顔を合わせることの重要性を大切にしているの
であって、緩和することによってその重要性が薄れてしまう。
会員の種類に関しては、何でもありでこんなことをしていた
らめちゃめちゃになる。出席要件の緩和や会費の減額は、
会員内の格差を生むことにつながる。本来のロータリーの
在り方とは違う。一つの結論としてはクラブ運営の柔軟性と
いうことがロータリークラブの本来の活動から離れた内容
になっている。ＲＩのお金集めとか存続のために日本ロータ
リーの会員が、やり方を無理をする必要はない。できるだ
け今いるメンバーが無理のないやり方でやっていけるのが
一番だと思う。

ＩＤＭ E班 報告者 高嶋 雅樹君
会員選考に関しては2700地区は全体的に保守的ですが、

八幡西RCは特に女性会員の入会に関しては成文化してお

らず、良い意味で適当であると言える。クラブによっては職
業の種類、女性会員の件などを細則に落とし込んでおりガ
チガチにしているところもある。職業奉仕に関しては、この
様な話し合いを行っている時点で、当クラブの健全性を示
していると言える。

委員会報告

会報雑誌広報委員会 委員 貞方 友明 君
「ロータリーの友」の紹介を致します。３０ページにロータリ

アンのポリオ撲滅活動をたたえる、という記事があります。
この活動で感謝という形で色々記事が載っています。それ
に伴って、２８ページには「ブレス」という映画が９月７日に
公開され、主人公のお父様がポリオの病気にかかったとい
うことで、その半生を描いている映画です。２９ページに鑑
賞したロータリアンの声ということで、不覚にも映画を見て
泣いてしまったという記事がありました。

「月信」の紹介です。６ページ、米山記念奨学生紹介があ
ります。下の段に、今度当クラブに卓話で来られるトリモ
バ・グルザンさんが紹介されています。ご一読いただけれ
ば幸いです。

インターアクト委員会 委員長 舟木 和博 君
本日１７時からインターアクトの例会が自由ヶ丘高校でご

ざいます。お時間のある方は是非、ご参加いただけると、イ
ンターアクト生も喜ぶと思います。よろしくお願いします。

同好会報告
野球同好会 同好会委員 赤田 隆一 君

本日夕方６時半から高炉台球場で野球の練習をする予
定です。雨で心配ですが、参加できる方は是非参加してく
ださい。よろしくお願いいたします。

＜２０１８～２０１９年度定例理事会＞ 議事録
開催日 平成３０年９月７日（金）１３：３０～千草ホテル例会場

＜議 題＞
１）１０月度例会プログラムについて

１０月５日 「ガバナー公式訪問記念高話」
国際ロータリー第２７００地区 ガバナー 岡野正敏 君

１２日 “次年度副会長選出のための指名委員の選出”
１９日 「耶馬台国の卑弥呼は豊の国にいた ! 」

記紀万葉研究家 福永晋三 様
２６日 “クラブフォーラム” （米山月間に因んで）

ＲＩ2700地区 米山奨学生 トリモバ グルザン 様
＜上記、承認＞

２）ロータリー財団・グローバル補助事業特別委員会設置
について

＜特別委員会プロジェクト委員会を立ち上げる＞

３）中・長期検討委員会の次回開催について
＜10月に開催する＞

４）地区委員の地区委員会出席はＭ・Ｕ扱いとする。
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