
誕生日おめでとうございます

川越 和宜 君 昭和５２年９月１０日生
今年で41歳になりまして、あらたな４０代の一歩ということで

がんばっています。これからもっと精進して会社作りと自分の
こともしっかりとやっていきたいと思います。
本日はどうもありがとうございます。
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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２８日 「観月会開催」 １８：３０～ マリコレウエディング リゾート

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．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 「ガバナー補佐訪問記念高話」

ＲＩＤ２７００ 第３Ｇ ガバナー補佐 中塚睦彦 君

出席報告 例会食事カロリー 1,050Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 43名
・ビジター数 1名

会員出席率 84.31％
・8月31日の修正出席率 96.04％
・ビジター：松尾孝三郎 君(八幡中央ＲＣ)

会長の時間 会 長 岩崎 員久

今日は地区ロータリー財団委員長の立場でお話しします。
先日、映画「ブレス しあわせの呼吸」を鑑賞しました。

ある有名映画製作者の両親の実話です。１９５８年主人公
であるイギリスの実業家がケニアでポリオに感染、発症し、首
から下が完全に麻痺してしまいました。２年間病院で闘病生
活を送りますが、ある日医師の反対を押し切って退院、それ
から妻の献身的な介護、彼の友人たちの支えによりポリオと
楽しく付き合って人生を謳歌していくというストーリーです。

ストーリーそのものには暗さはなく、明るく楽しく、時には笑
いもある作風にしてありますが、終盤には涙腺が緩む場面も
あります。この映画は国際ロータリーも推奨しています。多く
のロータリアンにも鑑賞いただき、ポリオに関心を持っていた
だけたらと願っています。

そしてもうひとつ、９月１２日にグローバル奨学生の冨重
奈々さんが元気にイギリスに旅立ちました。私が手掛けた奨
学生の第一号なので、喜びもひとしおです。これから一年間、
リーズ大学で学んできます。来年の９月に帰国しますので、
戻ってきたら是非当クラブで卓話をしていただきたいと思って
います。行ったばかりですが、来年大きく成長して戻ってくる
のを楽しみにしています。

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２１日(金)

前例会の記録 ９月１４日(金)

【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

江戸達也 君 ２９年
浜崎 靖 君 ２９年
廣田 豊 君 ５年
金久保 和君 ３年

８月度 １００％出席皆勤者表彰
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【ニコニコボックス】

・井口さんの卓話、楽しみにしています。
岩崎、松尾、三島、伊豆、赤田、柿本、江戸、貞方
大坪、浜崎、紙上、藤村、是批田、安東、吉田、谷
小嶋、髙嶋、村山、稲冨、岸野の諸君

・インターアクト例会のご参加いただいた皆様、
ありがとうございます。 舟木和博君

・第７４回福岡県美術展会員の部で、山本文房堂賞を
受賞しました。あいかわらずの段ボール作品です。
福岡県立美術館にて１９日から２４日まで展示されます。
１１月には北九州市立美術館に巡回しますので、
よろしくお願いします。
また、井上先生の息子さんの
油絵を新国立美術館で開催されている二科展で鑑賞
させていただきました。
おめでとうございます。 有松君

・早退のお詫び 永吉君

卓話 「働き方改革」について

働き方改革関連法が、2019年4月より順次施行される。
１．時間外労働の上限規制の導入～過重労働の防止

① 月４５時間、年３６０時間が原則
臨時的な特別な事情がある場合のみ
年７２０時間(上限)、単月１００時間まで(休日労働も含む)
※罰則 ６ヶ月以下の懲役または３０万円以下の罰金

② ６０時間を超える時間外労働割増率を５０％以上
中小企業は２０２３年４月より適用

２．年次有給休暇の５日間の強制取得
１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者すべてが
対象。毎年５日、時季を指定して年次有給休暇を付与
※罰則～３０万円以下の罰金

３．正規雇用者と非正規雇用者(パートタイム、有期契約労働
者、派遣労働者)の不合理な待遇差の禁止
同一労働同一賃金
・正規労働者との待遇差の内容、理由に関する説明の義

務化
４．勤務間インターバル制度の普及(努力義務)
５．特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル

制度)の創設
高度の専門的知識を必要とする職業に従事し、職務の範
囲が明確な労働者(年収１０７５万円以上)は、労働時間の
規制の対象外。
年間休日労働時間の規制の対象外。
年間休日１０４日で月４回の休日。

委員会報告

社会奉仕委員会 委員長 紙上 義全 君
北九州市から北九州風景街道のフォト＆スケッチコンテスト

の案内と子供ウオーキングの案内が来ております。

子供ウオーキングは１１月１０日、１１日となっております。詳し
い資料は事務局に置いてありますので、興味のある方はご覧く
ださい。

親睦委員会 委員長 松尾 和典 君
９月２８日は観月会となっております。マリコレで１８時３０分か
ら開催します。送迎バスの時間と場所のご案内をいたします。
黒崎井筒屋前のバス停 １７時５０分発

（長時間停車することができませんので時間までには集合して
ください）
千草ホテル １８時発

同好会報告
野球同好会 同好会委員 中村 克己 君
９月１７日(月・祭日) １８時から 高炉台公園で練習いたします。
参加よろしくお願いいたします。

ゴルフ同好会 同好会幹事 松尾 和典 君
第３グループのゴルフ会のご案内をいただきまして、
１１月７日(水)に開催ということで本日出欠を回しております。ご
参加いただける方はよろしくお願いいたします。
それから八幡西のゴルフ会ですが、１０月８日(月・祝日)の開催

です。スケジュールをあけておいてください。来週には確認の
表を回したいと思います。

井口昭彦君

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１） 次週例会は中塚ガバナー補佐の訪問日です。
例会終了後はクラブ協議会も開催されます。理事・各委
員長・入会３年未満の会員は協議会にご出席下さい。
ご都合が悪い方はその旨お知らせ下さい。

２） 例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ

①９月２５日（水）１２：３０～旧、古河鉱業若松ビル
②１０月３日（水）１８：３０～魚庵 千畳敷
③１０月３１日（水）は休会

★直方ＲＣ
９月２７日（木）１８：００～千草ホテル

★小倉中央ＲＣ
１０月１日（月）１８：３０～あお季

★若松ＲＣ
①１０月１日（月）の例会は

９月２５日（水）１２：３０～旧 古河鉱業若松ビル
②１０月１５日（月）１８：３０～場所未定
③１０月２９日（月）は休会

★八幡ＲＣ
①１０月９日（火）２０：００～玉乃井
②１０月２３日（火）と１２月２５日（火）は休会
③１１月６日（火）の例会は

、３日（土）まつり起業祭会場
④１２月４日（火）１８：３０～

アクティブ リゾーツ 福岡八幡
★戸畑東ＲＣ

１０月１５日（月）１２：３０メモリーカフェ・オン
★小倉ＲＣ

①１０月２６日（金）の例会は
２８日（日）ＡＭ９：４０～門司港 風師山

②１２月２１日（金）の例会は
２０日（木）１８：３０～

リーガロイヤルホテル小倉
③１２月２８日（金）は休会
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