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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 １月２５日 (金) 「職場訪問開催」 (於) 北九州市環境ミュージアム

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 大坪隆君 S２９年１２月３０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 「年男新春放談」 安東秀夫・富田稔

波多野正信の諸君

出席報告 例会食事カロリー 960Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 37名
・ゲ ス ト 数 1名
会員出席率 74.00％
・12月14日の修正出席率 92.00％
・ゲスト：是此田 セツ 様

会長の時間 会 長 岩崎 員久

明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も宜しくお願い申し上げます。
昨年７月クラブの会長に就任以来、皆様のご指導
ご支援のおかげで無事前半を終了いたしました。
後半もなお一層精進してまいりますので宜しくお願
い申し上げます。
今年は平成最後の年であり、５月からはいよいよ
新時代の幕開けを迎えます。
皆様の新時代が輝かしい時代でありますようお祈
り申し上げます。
皆様におかれましては、平成はどんな時代だった
でしょうか。
私は、前半こそそれなりに良い時代でしたが、後
半はあらゆる意味で苦難の続いた時代でした。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年１月１８日(金)

前例会の記録 １月１１日(金)

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）次週、例会後「１月度定例理事会」を開催致します。

２）例会変更のお知らせ
★戸畑ＲＣ
１月３１日（木）１８：３０～西日本工業倶楽部
★小倉中央ＲＣ
①２月１８日（月）の例会は
①２月２１日（木）１２：３０～ステーションホテル小倉
②２月２５日（月）１２：３０～神理教
★若松ＲＣ
①１月２１日（月）１３：１０～(株)安川電機
②２月１８日（月）１８：３０～編照寺
★小倉南ＲＣ
①１月１５日（火）は休会
②２月１９日（火）の例会は
②２月２１日（木）１２：３０ ～ステーションホテル小倉2018～

また皆様は、この正月はどのように過ごされましたで
しょうか。
私は、平成最後の年という事で、１月２日に宮中新年一
般参賀に参列して天皇家の更なるご繁栄を祈願して、靖
国神社に参拝して国家の恒久平和を祈願してまいりまし
た。
５月からの新時代が明るく活気にあふれた輝かしい時
代であることを願っています。
７月からは、岸野新会長にバトンタッチして会長を退き
ますが、地区ロータリー財団委員長は退任させてもらえま
せん。ひき続き地区ロータリー財団委員長を務めさせて
頂きます。大林さん率いるグローバル補助金委員会のプ
ロジェクトが成功しますように応援してまいります。
皆様のご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。

【ニコニコボックス】

・是此田 穣君 瑞宝双光章 叙勲おめでとうございます。
伊豆、坂本、岩崎、浜崎、梛野、川越、松尾、金久保、櫻井
永吉、岸野、井口、安東、吉田浩二、小嶋、井上、藤村
緒方、村山、中村、紙上、江戸、稲富、舟木、吉田総次郎
有松、赤田、大林、江﨑、太田吉彦の諸君

・本日はありがとうございます。よろこびに耐えません。
是此田君
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是此田 穣先生 瑞宝双光章 叙勲受章 おめでとうございます。

是此田穣君の瑞宝双光章叙勲に向けて

発起人会長挨拶 岩崎員久
この度、是此田穣君の瑞宝双光章 叙勲に向けて八幡
西ロータリークラブを代表して祝辞を述べさせていただき
ます。
是此田先生、この度は瑞宝双光章 叙勲の誉れ誠にお
めでとうございます。
今回の受章は是此田先生のみならず、私達、八幡西
ロータリークラブ会員全員の名誉であり、また喜びであり
ます。心よりお慶び申し上げます。
是此田先生は四十有余年の永きにわたり北九州市立
則松小学校の校医として職務を全うされ、また現在も引
き続きその要職を歴任されております。また医師として
地域の皆様の健康を願い医療活動を続けられ、地域の
皆様に愛されるお姿はとても尊い事だと感銘を受けてお
ります。
これこそ正に職業奉仕であり、社会奉仕であり、ロータ
リーの理念である「超我の奉仕」そのものであり、素晴ら
しいロータリアンであると尊敬いたしております。
私達も是此田先生の後に続く者として、八幡西ロータ
リークラブの名に恥じない様、精進してまいりますので、
これからもご指導の程宜しくお願い申し上げます。
また是此田先生が歩んで来られた医療の道程には、
奥様セツ様の並々ならぬ内助の功があった事とお察し
いたします。
奥様セツ様の支えがあってこその叙勲であると信じて
やみません。
本日は、ささやかではございますが、是此田穣様、セツ
様の祝宴をご用意させていただきました。
おふたりで共に歩んで来られた道程を振り返られなが
ら、今宵はごゆっくりとおくつろぎください。

是此田穣様、セツ様、瑞宝双光章 叙勲誠におめでとう
ございます。

これからも益々お元気にご活躍されます事を八幡西
ロータリークラブ会員一同心よりお祈り致しますと共にお
慶び申し上げます。

開会のあいさつ 司会 有松 稔晃君
スライド上映 乳児期から現在まで
発起人会長挨拶 岩崎 員久会長
祝辞 伊豆 統一郎君
記念品贈呈 岩崎 員久会長
花束贈呈 岸野 玲副会長
受章者謝辞 是此田 穣君
是此田先生より返礼品 岩崎 員久会長
乾杯の音頭 井上 俊司君
万歳三唱 浜崎 靖君

乳児期から現在までのスライド上映

是此田譲君、セツ様ご夫妻入場
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お祝いの言葉

伊豆統一郎君
是此田穣先生 このたびの叙勲に際しまして、瑞宝双
光章を受章されましたこと、まことにおめでとうございます。
心よりお祝い申し上げます。
瑞宝章は、国家、公共に対して積年の功労のある者に
与えられる勲章と聞いております。
すでに以前受章をしておられる奥様と併せて夫婦で受
章されたというこの度の先生の受章は私の知る限りでは
数少ない例として考えられ、本当にめでたいこととお喜び
申し上げます。
さて、われわれロータリークラブの習いとして、会員同士
では敬称として「先生」と呼ぶことは使わないとする申し
合わせがありますが本日私は、先生と呼ばして頂きます。
それは、この度の先生の受章は私共ロータリアンの理
想である職業奉仕の実践の典型的なものとしてのお手本
となるべきところであり、私も同業者の一人として見習わ
なければならないまさに先生と呼ばれるに値する業績を
残されたと私は考えているからであります。
ここで私が知りましたかぎりで先生の地域医療と学校医
に関する各種の表彰歴について皆様にご紹介申し上げ
たいと思います。
平成１４年からの八幡医師会にのこされている記録か
らのものでありますが、その一部をもうしあげます。
福岡県学校保健功労者知事表彰
福岡県功労衛生功労者知事表彰
学校保健及び学校安全文部科学大臣表彰
労働安全衛生表彰福岡労働局長表彰功績賞
北九州市学校保健功労者表彰
福岡県医師会表彰 2回
北九州市表彰、等々平成１４年からのものでもこれだけ
あり、学校医に就任された昭和５１年からのものを数えれ
ば更に多くなるものと考えられます。
この度は北九州市からの推薦があっての受章と聞いて
おりますが先生のこれまでのお仕事に相応しい受章と思
われます。
どうか今後ともご自分の健康にご留意をして頂き、地域
医療ならびに学校医としてのお仕事をお続けくださいます
こと、並びにロータリアンとしての活動にもかわらぬお働
きをお願いして私のよろこびのご挨拶といたします。

本日はまことにおめでとうございました。

記念品の贈呈

花束の贈呈

受章者謝辞

是此田穣君、セツ様
本日は過分なおいわいをして頂き有り難う御座いました。
８０歳を超えていますが、丈夫に産んでくれた両親のおかげと
思っています。見かけからわかると思いますが、私はのんびり
屋であまりシャンとしない男でございますけど、ストレスを上手く
逃れる術を心得ていると思っています。
いつも皆さんが見られると、ボ～としている感じで、昼ごはん
の後は、居眠りを盛んにやったり、ロータリアンとしては劣等生
だと自分では思っていますけれど、皆さんのアドバイスを受け
ながら今まで何とかやってこれました。
これからも、もうちょっと頑張りたいと思いますので、見捨てな
くお付き合いをお願いしたいと思います。
本日は有り難う御座いました。



万歳三唱

浜崎靖君
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八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL http://www.rc-yahata-west.com

乾杯の音頭 井上俊司君

是此田先生受章おめでとうございます。
公には４０年に及ぶ校医としての功績となっていますが、約
４０年のロータリー生活になりますが、ロータリーの職業奉仕、
そして４つのテストの中にある、「みんなのためになるかどう
か」が先生の原点であり、それをずっと続られた結果がこの受
章になったと私は思っています。
これからもロータリーの方も校医の方も続けられたらと思い
ます。

mailto:rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp
http://www.rc-yahata-west.com/

