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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 ２月１日 (金) 「働き方改革」 北九州西労働基準監督署
署長 日高節夫 様

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．職場訪問 (於) 北九州市環境ミュージアム

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 37名
・ゲ ス ト 数 1名
会員出席率 74.00％
・12月21日の修正出席率 92.00％

会長の時間 会 長 岩崎 員久

マーク・マロニ―国際ロータリー会長エレクトが2019～
2020年度のテーマを発表しました。
次年度のロータリーは「ロータリーは世界をつなぐ
（Rotary Connects the World）」です。
灘谷和徳ガバナーエレクトがアメリカ・サンディエゴでガ
バナーエレクト研修会に出席して、マーク・マロニー国際
ロータリー会長エレクトの方針を勉強中です。
帰国後、灘谷ガバナーエレクトの運営方針が発表され

PETSや地区委員研修セミナー等、次年度に向けての活
動がいよいよ本格的に始まります。次年度岸野会長・三
島幹事もそろそろ次年度に向けての準備を始めて下さい。
私も前半半年何とか恙なく終えましたが、後半戦は地
区大会をはじめとする大きな行事がまだまだ続きます。
地区大会は小倉で開催されます。近いですので一人でも
多くの会員に参加いただけます様、特に会員歴3年未満
の会員は義務出席となりますので必ず出席してロータ
リーを勉強して下さい。次年度も地区ロータリー財団委
員長や密かに地区要職の渦に巻き込まれそうな雰囲気
です。
体調に十分留意して乗り切っていきたいと思います。
残り半年宜しくお願いします。

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２５日(金)

前例会の記録 １月１８日(金)

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）例会後「１月度定例理事会」を開催致します。
理事各位は宜しくお願いいたします。

２）例会変更のお知らせ
★遠賀ＲＣ
①１月２２日（火）１２：３０～遠賀町中央公民館
②２月２６日（火）は休会
③３月１９日（火）時間・場所未定

★小倉ＲＣ
①２月１５日（金）１８：３０～リーガロイヤルホテル小倉
②２月２２日（金）の例会は

２１日（木）１２：３０～ステーションホテル小倉
【 2018～2019年度 1月度定例理事会議事録】

開催日 平成３１年１月１８日（金） １３：３０～ 千草ホテル

＜議 題＞
１）２月度例会プログラムについて

２月 １日 「働き方改革」
北九州西労働基準監督署 署長 日高節夫 様

８日 「世界進化遺産～八幡ものがたり」
八幡東田まちづくり連絡会 会長、

他多数の役職 網岡健司 様
15日 「米山奨学記念について」 国際ロータリー第2700地区

パストガバナー 安増惇夫 君
22日 〞クラブアッセンブリー 〞（第３Ｇ Ｉ・Ｍの報告）

報告者：Ｉ・Ｍ参加者
＜上記承認＞

２）灘谷和徳ＧＥよりの依頼である次年度国際青少年交換委員会委員
として三島靖男会員を任命します。

３）６月１４日（金）の例会は「ワインセミナー」開催のため、夜間例会
（18時30分より）としたい。

＜承 認＞

４）次年度からの年会費の変更について。

５）貞方友明会員職業分類の変更。従来、職業分類は幼稚園経営で
あったが下記に変更。 ↓
新事業所：学校法人福原学園 役職：理事・総括園長

新職業分類は私立学校に変更願い。
＜承 認＞

波多野 正信君 ３２年

１２月度 １００％出席皆勤表彰
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【ニコニコボックス】

・「年男新春放談」安東君、富田君、波多野君宜しくお願
いします。
伊豆、河島、藤本、松尾、正木、貞方、吉田浩二、藤村
江戸、三島、舟木、村山、江﨑、波多野、緒方の諸君

・先日、平成最後となる成人式が行われ、この北九州市で
も多くの新成人が晴れの日を迎えました。当クラブの有松
先生の次女、ゆう稀さんもそのおひとりで弊社千草ホテル
の衣装部ご利用いただき、美しい振り袖姿でご列席され
たそうです。本当におめでとうございます。また成人式会
場で全国ネット局のTV番組「とくダネ」の取材を受けられ、
番組内では「レンタル着物の代表」としてその振り袖姿が
写真で紹介されたそうです。
衣装、着付けメイクに携わったスタッフもとても喜んでお
りました。本当に有り難う御座いました。 小嶋君

・小嶋さん、娘の成人式に際して色々とお世話をいただき
有り難う御座いました。良い記念になりました。 有松君

誕生日おめでとうございます

大坪 隆君 昭和２９年１２月３０日生

誕生日を祝っていただき有難うございます。昨年の12月30日
で64歳になりました。還暦を過ぎてあっという間と言う気がして
います。一昨年の誕生日の時は、昨年もたしかお話させてい
ただいたと思いますが、持病の関節リウマチが非常に悪くなっ
て、20日過ぎから痛みが非常に出てきて、手首、首、肩の痛み
と闘いながら年を越したと覚えています。それも、私が病院に
半年以上行ってなくて、薬も切れていて、年明けに病院に行っ
たときに先生からこっぴどく叱られました。それから薬を飲んで、
徐々に回復して昨年の誕生日は、若干寒さで痛みが出たりし
ましたが、穏やかに誕生日を過ごすことが出来ました。
ここ2～3年あまり良いことが続いていなくて、今年こそは年号
も変わりますし、良い年にしたい、またロータリー活動も頑張っ
ていきたいと考えていますので、宜しくお願いします。
有り難う御座いました。

卓話 「年男新春放談」
波多野正信君、富田稔君、安東秀夫君

酒を嗜むようになっておおよそ40年、正確
には嗜んでいないような気もするが、かな
り真面目に高校生活を終え、大した不安
もなく、かといって大した気概もなく、憧れ
の花の東京へ。学生寮恒例の新入生歓
迎コンパが初めての宴会体験。ヤカンに
当時の２級酒をカンカンに沸かし、食事用

のどんぶりで乾杯するという、今では考えられないアルコール
ハラスメント歓迎会だった。同級生8人が全員ダウンした後、新
入生唯一先輩方と万歳三唱をし、そのまま静かに寝床に入る
も寝付けず、本を読んでいたら同部屋の先輩に化け物扱いさ
れた時、初めて自分は少し人より酒が飲めることを知った。
酒は人間関係の潤滑油、酒席は平素の人間関係を浮き彫り
にする。良好な人間関係をより良好に、そうでない関係はそれ
なりに。そして何より酒は、秋の稔りを杜氏の技術を尽くして醸
し、神様に供え感謝する、神の恵みだ。

60歳の還暦を迎え、神様の恵みに感謝し、仕事柄をわきまえ、
単に騒ぐだけの酒席は極力控えたい。年も重ね立場上、今年
も酒の席は多いと思う。神様に顔向けできる1年としたいもの
だ。80歳でエージシュートをめざすために健康に気をつける。

明けましておめでとうございます。
今年で満60歳、還暦を迎えます。
今年で平成も終わりなので、昭和の時代
と平成の時代を30年ずつ歩んできたこと
になります。諸先輩には失礼になります
が、還暦＝おじいちゃんというイメージが

ありましたが、遂に自分もその年を迎え、
逆に諸先輩のようにまだまだ若い者には負けないで頑張らね
ばと思います。孫もでき、今まで以上に家族旅行も増え、会社
の方も社員のおかげでこの3～4年で売り上げも倍になり修行
に出していた2人の息子の1人が会社に戻ってきて少しだけ精
神的にも楽になりました。

これからも、感謝の気持ちを忘れず頑張ってまいりますので
皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。

このロータリーに若い方が大変多くなって、
私は今年の2月で72歳6回目の年男で非
常に年齢を重ねてきていますので、若い
方に向けての自己紹介をいたします。
私は、1947年昭和22年2月生まれ、終戦
が昭和20年8月ですから1年半後に生まれ

てきた事になります。父が兵隊からすぐ
戻ってこなかったのだろうと思います。生まれは黒崎、熊手銀
天街、親が紙、文具の商売をしていました。そこの末っ子、4

番目として育ってきました。あの当時の黒崎は、非常な賑わ
いがあり、初売りの時は、アーケードの中が歩けないぐらい人
にあふれていました。正月休みは、何もレクリエーションもな
いので、皆さん映画館に行って、その流れで初売りに行くとい
う今は全く様変わりをしています。黒崎で生まれ育って、高校
3年生の時に東京オリンピックが行われ、私の同級生が聖火

ランナーとしてこの辺を走ったことを記憶しています。それか
ら先は、ベトナムの反戦運動、安田講堂事件等、様々な大学
で、学生運動が盛んな時代でした。僕なりに、これから日本は
やっていけるのかな、色々悶々として学生時代を過ごしてい
ました。その中でも、酒ばっかりかっ食らっていたのは事実で
す。今の社会と全く違った世界で生きてきたと思っています。
私がロータリーに入ったのが平成6年2月でございます。入会

させて頂いたのは、先輩に岩野次郎さんと言う方がおられま
して、建築設計事務所をやっておられました。学生時代からイ
ンターンで岩野さんの事務所に勉強しに行っていました。その
岩野さんが突然亡くなられて、その後阿部さんから千草ホテ
ルに来いと言われ、気が付いたら入会をさせて頂いてた状況
でした。それから25年がたちます。よくよくみたら、私は団塊

の世代の走りなんですけど、このロータリーの中には同級生
がいません。小嶋さんと藤村先生が3級先輩、大林さんと佐

藤さん３級後輩で非常に寂しい気がします。こういう男ですが、
気が付いたら、25年ロータリーにお世話になっていてありがた
いと思っています。

最後に、私の職業について説明したいと思います。建築設
計事務所で、独立したのは30歳の時です。それから今72にな
ろうとしますので、42年目に入っています。3年前から法人化

して、私が代表で進めています。当初は民間の仕事が中心
だったのですが、なかなか安定的な仕事が確保できないため、
公共の建築設計を受注するよう努力してきました。最近の仕
事では、上津役中学校の改築設計管理、萩原市営団地の建
て替え、ぼちぼち行政の中でも仕事がいただけるようになっ
てきました。最後にロータリーの先輩諸氏には、私どもの仕事
に声をかけて頂きまして、本当にありがたく思っております。
この場をお借りして、御礼を申し上げます。
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