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例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」

八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

次回例会のお知らせ 10月18日 (金) “クラブフォーラム”①グローバル補助金活動の経過報告
担当 国際奉仕常任委員会委員長 大林清幸君 ➁米山月間に因んで 担当 岩崎員久君

八幡西ロータリークラブ

《会報委員会》
福田 学 貞方 友明 坂本 敏弘 藤本
生男 太田 信博 溝上 智彦 金久保 和

１．ロータリーソング “ 日も風も星も"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 藤本生男君 Ｓ４２年１０月６日

貞方友明君 Ｓ４１年１０月８日
稲富靖彦君 Ｓ２９年１０月９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．次年度副会長選出のための①「指名委員選出」

②臨時総会開催

出席報告 例会食事カロリー 1,200Kcal

会員数 ５３名
・当日の出席者 ３９名
・ゲ ス ト数席者 ４１名
・ビジター数 1１名
・会員出席率 ７８.００％
・9月20日の修正出席率(仮) ８０.００％
・ゲスト：‹スピーカー›庄司洋一郎君（八幡中央RC）

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０１９年10月11日(金)

前例会の記録 10月4日(金)

会長の時間 会 長 岸野 玲

先日、ガバナー訪問がございました。ガバナーから
お礼状が届いてますので、皆さんに披露いたします。

「昨日は、貴クラブに公式訪問させていただき大
変お世話になりました。さすが歴史のお有りになるク
ラブらしく、色々と工夫され楽しいロータリーライフを
全員で送っておられるご様子に感じいりました。 長
崎街道物語は、ホームページから入って拝見できる
という事で、楽しみに見させていただきます。

これからもどうぞ宜しくお願いします。」とのことです。
話は変わり私事でございますが、昨日、大分での

ラグビーワールドカップ、ニュージーランド、カナダ戦
を観戦して来ました。スタジアムには5万人弱の人が
集まり凄い賑わいでとても楽しい時間でした。

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）本日例会終了後「１０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します。

２）１０月１日より、ロータリーレートが１ドル、１０８円に変
更になります。 （従来、１０６円）

１０月度 定例理事会議事録

開催日 ２０１９年１０月４日 １３：３０～千草ホテル
理 事 岸野 玲、谷良樹、岩崎員久、吉田総次郎、

髙嶋雅樹、小嶋一碩、藤村克成、安東秀夫、
稲冨靖彦、大林清幸、正木文久、佐藤 進、
神尾康生、三島靖男

（議事録記録者：紙上義全）

＜議 題＞
１） １１月度例会プログラムについて

１日 クラブフォーラム
（ロータリー財団月間に因んで）
国際ロータリー第2700地区
ロータリー財団委員会 委員長 岩崎員久 君

８日 ① 臨時総会（次年度副会長選出）
② 第３６回全国ＲＣ野球同好会大会に出場して

野球同好会総監督 藤村克成 君
１５日 卓話 「口腔と健康」

学校法人平松学園 大分歯科専門学校
校長 福田仁一 様

２２日 クラブフォーラム （インターアクト週間に因んで）
担当 インターアクト委員会 委員長 正木文久君

２９日 第２回 Ｉ・Ｄ・Ｍの報告
担当 クラブ奉仕委員長 髙嶋雅樹 君

＜上記 承認＞
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【ニコニコボックス】

・本日は、卓話の依頼をいただきありがとうございます。拙い話
ですが、宜しくお願い致します。

2700地区ロータリー情報委員会 庄司洋一郎君
・2700地区ロータリー情報委員会委員、庄司 洋一郎君を歓迎
して。

小嶋、伊豆、坂本、八尋、岸野、岩崎、有松、貞方、藤村、
赤田、安東、中村、緒方、是此田、河島、三島、正木、谷、
吉田総次郎の諸君

・ドイツ、フランス、モナコ、ドバイに行って来ました。それよりも、
ラインのアルバムを消去してすみませんでした。 富田君

・早退のお詫び 太田吉彦君

クラブフォーラム
「２０１９年規定審議会決議並びに R Iの動向について」

R I ２７００地区 ロータリー情報委員会

副委員長 庄司 洋一郎 君

今日はロータリー情報委員会の活動内容などを、まずは
知っていただければと思ってます。

R I では大きく分けて 決議審議会 と 規定審議会 の２つが

あります。 決議審議会は、毎年１０月～１１月にオンライン
投票が行われております。R I 理事会や、財団の管理委員会

に対して了承する議案を決議しております。昨年、決まった
内容の一部で 「クラブが遵守しなければならない事柄と、クラ

ブ裁量に委ねられる事柄に関する手引を提供する事を検討
する様に要請する」 などの、あくまでも要請するという事を決

めていくのが 決議審議会であります。規定審議会は、３年
に１回行われており、本年度 ２０１９年に行われましたので、
次回は ２０２２年となっております。
今回、規定審議会に上程された議案は、全世界で １１７ 件
ありました。その中から ４７ 件が採択されました。

2０１９年規定審議会クラブと地区に関連する重要な変更
（一部抜粋）

・出席
メークアップ ： ロータリアンは、欠席した例会のメーク
アップを同じロータリー 年度内に行うことができます。

・クラブ理事会
会長 ： クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、
１年まで任期を延長できます。

・クラブ財務
財務報告 ： 役員を選挙するための年次会合に、現年と
前年度の収支を含むクラブの中間財務報告が含まれま
す。クラブ人頭分担金の増額 ： ２０１９-２０年度の人頭
分担金は半年ごとに ３４ ドルです。より良い支援をクラ
ブに提供するため、今後３年間は R I 人頭分担金が年に
５０ セントずつ増額します。

・クラブの名称または所在地域の変更
通告期間の延長 ： クラブの名称または所在地の変更案
は、その変更に関する投票が行われる少なくとも２１日
前までに各委員とガバナーに提出する必要があります。
クラブの結成 ： 地域にクラブを結成する際の職業分類
の制約がなくなりました。
地域に１つ以上の他のクラブが存在する場合も、その地
域にクラブを結成することができます。主にオンラインで
活動するクラブの所在地域は全世界とするか、またはク
ラブ理事会が決定するものとされます。

・クラブの規則
文言の現代化 ： 標準ロータリークラブ定款の文言が自
然かつ読みやすくなるよう、現代化かつ簡素化されまし
た。これによる方針への実質的な変更はありません。

・選挙
クラブの投票権 ： クラブが投じることのできる票数は、７
月１日付のクラブ請求書の会員数に基づいて決定され
ます。
各クラブには、まず１票ずつあります。２５名を越えると
更に１票。５０名以上で、１３人越えると更に１票になり
ます。
八幡西クラブさん５３名なので、２票お持ちとなります。

【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10月号のご紹介をさせていただきます。
ロータリーフェローズ２７００委員会 委員長の鶴原敏夫氏の、
「心機一転、学友集まれ」という記事がありますので、ぜひご
覧ください。

職業奉仕委員会 委員長 安東 秀夫 君
10月25日(金)に、北九州市立八幡病院にて、例会を兼ねまし

て職場訪問を開催いたしますので、ご出席の程お願いいたし
ます。会場は、４階会議室の予定です。駐車場はお客様駐車
場もございますが、目の前にあります旧駐車場もご利用くださ
い。

同好会報告 野球同好会マネージャ 赤田 隆一 君
先日、甲子園で野球をした際に大会本部のプロカメラマンの方

が撮っていただいたスナップ真が届いております。ご希望の方
は、焼き増しも出来ますので 私の方までご連絡お願いします。

・会員増強
ローターアクトクラブ ：ローターア
クトクラブも国際ロータリーの加盟
クラブとなります。
ローターアクトクラブと提唱ロータ
リークラブへの運営上の変更はあ
りません。
この規定によりローターアクトクラ
ブの地位向上を図ると共にその
発展を促すためにRIからの支援と
リソースを増やす事ができます。

多様性 ： クラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会
員構成を必要とします。
職業分類 ： 職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類
の会員の適切な数をクラブが自ら決定できます。さらに、選挙
または任命によって公職にある人も、その職務と関連する職
業分類を使ってクラブに入会できます。少人数のクラブ ： 会
員数が６名未満となったクラブを終結とするよう、ガバナーが
R I 理事会に要請することができます。 各クラブの裁量に委
ねられる部分が増えてきているので、各クラブの自由性も出
来ているのかなと思います。

最後になりますが、地域情報委員で第３グループは私１人
なので八幡西クラブの入会歴５年未満で若い方に、地区委
員になっていただき、共に頑張って行きたいと思っております。

是非ご検討よろしくお願いします。

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

