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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 １１月１５日 (金) 「口腔と健康」
次回例会のお知らせ 学校法人平松学園 大分歯科専門学校 校長 福田仁一様

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 “R-O-T-A-R-Y"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 三島靖男君 Ｓ５５年１１月６日
４．祝誕生 正木文久君 Ｓ２８年１１月８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．臨時総会 ①（次年度副会長選出）

②「第３６回 全国野球大会に出場して」
野球同好会総監督 藤村克成君

出席報告 例会食事カロリー １,１８３Kcal

会員数 ５３名
・当日の出席者 ４０名
・ゲ ス ト数席者 ４３名
・ビジター数 1１名
・会員出席率 ８０.００％
・１０月１８日の修正出席率(仮) ８６.００％

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０１９年１１月８日(金)

前例会の記録 １１月１日(金)

会長の時間 会 長 岸野 玲

本日の会長の時間は、網岡さんに八幡東田まちづく
りの話をして頂きます。

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）本日例会終了後「１１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致します。

２）例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ
★①１１月１３日（水）１８：３０～小春
★②１２月１８日（水）の例会は
★②１２月２２日（日）１２：３０～ ぶどうの樹
★③１２月２５日（水）は休会
★小倉南ＲＣ
★①１１月１９日（火）の例会は
★①１１月１６日（土）リーガロイヤルホテル小倉
★②１２月１７日（火）１８：３０～ 松柏園ホテル
★③１２月２４日（火）と１２月３１日（火）は休会
★小倉ＲＣ
★①１２月２０日（金）の例会は
①１２月１９日（木）１８：３０～

リーガロイヤルホテル小倉
★②１２月２７日（金）は休会

八幡東田まちづくり連絡会 会長 網岡 健司様
世界進化遺産「八幡東田」持続可能な
まちづくりGHHプロジェクトのお知らせです。
持続可能の社会に向けて世界を変えたい
と願う有志が集まり企画制作したビールを
つくりました。官営製鉄所の技術を支えた

ドイツの製鉄会社グーテホフヌンクスヒュッテ社に因んだ
ネーミングと東田第一高炉をイメージしたデザインを採用。
味は門司港地ビール工房の特別醸造。SDGsに貢献する循
環型社会に相応しいビールづくりとなっています。
東田エコクラブや、起業祭で販売いたしておりますので是
非ともお買い求めください。

＜2019～2020年度 １１月理事会＞議事録
開催日 ２０１９年１１月１日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞

１） １２月度例会プログラムについて
６日 〞年次総会開催 〞（次年度 理事・役員の選出）

１） １３日（金）の例会は下記に変更 ↓
１） １２日（木）１８：３０～千草ホテルにて忘年家族会を開催
１） ２０日 〞クラブアッセンブリー開催 〞

（各委員会上半期実績報告及び
下半期への展望） 担当 各委員会委員長

１） ２７日 理事会裁量に依る、休 会
＜上記、承認＞

２）国際奉仕常任委員会の活動としてグローバル補助事業に
対してＲＩに、申請者登録が必要なため、下記３名の承認
をお願い致します。
会長 岸野玲、国際奉仕委員長 大林清幸、会計 神尾康生

＜承 認＞

３）髙橋良知会員、１０月末日付退会届受理。
＜承 認＞

４）会員、被推薦者１名受理
＜承 認、次の段階へ進行＞
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クラブフォーラム 「ロータリー月間に因んで」
RI ２７００地区 ロータリー財団委員長 岩崎員久

ロータリー財団について

１．ロータリー財団の使命
ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援
を高め、貧困を救済する事を通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるようにする。

２．ロータリー財団の歴史
１９１７年、当時のRI会長 アーチ・クランフが「世界で
よいことをしよう」と唱え、２６ドル５０セントの寄付から
始まる。これまでに４０億ドルがプロジェクトに投資さ
れている。

３．ロータリー財団(６つの重点分野)
① 平和の推進、②疾病との闘い、③水と衛生
④ 母子の健康、⑤教育の支援
⑥ 地域経済の発展

４．ロータリー財団の評価（ﾁｬﾘﾃｨｰﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ･ｱﾒﾘｶ）
寄付金の９２％が有効利用されている。
１０年連続４つ星評価は、ロータリー財団ただひとつ

５．ポリオプラス
今年度より「ポリオ撲滅」から「ポリオ根絶」になる。
現在ポリオ常在国はパキスタン・アフガニスタンの
２ヵ国のみ。日本は根絶しているが、数年前中近東か
らの帰国子女がポリオウィルスに感染している事が
判明した。

６．寄付
年次基金寄付・使途指定寄付(ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ・平和ﾌｪﾛｰ等)

２７００地区の昨年の寄付実績は、ひとり当たり
１２３ドルで全国平均に到達していない。
寄付の楽な仕方は、クレジットカードを利用する。

７．米山記念奨学生について
ロータリー財団奨学生と米山記念奨学生の違い
ロータリー財団奨学生は、日本から海外へ
留学する学生が対象です。
米山記念奨学生は、海外から日本へ来た学生が対
象で、毎年８００人位が認定され、２７００地区では１０
人位が認定される。奨学生の国籍はほぼ全世界に
分布するが、２７００地区は土地柄、中国・台湾・韓国
の学生が多い。奨学生の選考は、所属する大学の学
長推薦を必須とし、そのうえで各地区の米山奨学委
員会の試験（筆記・面接）が実施される。

８．米山に対する寄付
一般寄付と特別寄付がある。
一般寄付：会員の人頭分担金として３,０００～

５,０００円寄付される。
地区によって差がある。
（日本の平均は、４,８００円）

特別寄付：会員の個人名でおこなう寄付
１回１００,０００円（以前は３００,０００円）
寄付で米山功労者となり、回数が増える
につれてマルチプル米山功労者と
なります。

委員会報告

親睦委員会 委員長 藤村克成
１２月１２日（木）に忘年家族会を開催いたします。
フレンチのフルコースに大道芸、大抽選会など企画
満載となっておりますので奮ってご参加ください。

社会奉仕委員会 委員長 稲冨靖彦
スペシャルオリンピックスからの物品販売のご案内で
す。寄付になりますので是非とも御購入お願い致しま
す。締め切りは１１月２５日となっております。

＜同好会報告＞
野球同好会 マネージャー 赤田隆一
甲子園の大会事務局から記念の野球ボール販売の
お知らせです。ご入り用の方は赤田までお願いします。

【ニコニコボックス】
・クラブフォーラム：財団委員長岩崎員久君
よろしくお願いします!!!
八尋、伊豆、吉田浩二、藤村、稲冨、貞方、江戸、谷
有松、岸野、正木、安東、赤田、河島、江﨑、波多野
神尾康生、高嶋の諸君

・卓話の時間ゆっくりお休み下さい。 岩崎君

・誕生日自祝 是此田君

・今週の週報は作文をしました。
お許し下さい。 坂本君

誕生日おめでとうございます

是此田譲君
昭和８年１０月２２日生

お祝いありがとうございます。
８６歳になりました。

この頃、昔の事を思い出すことが多くて、私は５歳の
時に満州に４年いました。戦争が終わってすぐは食べる
ものがなかったので、友達は森でアケビを採ったりグミ
をとったりしていたのですが、私は満州にいたせいか木
登りの経験がなく苦手だったのを思い出します。また、
小６の時に則松小学校の高齢者の先生が「日本は負け
るぞ」と言っていたのが印象的でした。その先生がとて
もスパルタでとても恐ろしかったですが、今となっては子
供が、いずれ戦争にいく責任をしっかり担ってたんだな
と思えるようになりました。そんな時代を生きてきました
のでトンチなどは、出来ませんが皆さんと楽しく過ごすこ
とが幸せです。これからもよろしくお願いします。
お陰さまで母親の家系が長寿なものでまだまだ頑張
れそうです。

ロータリー財団も米山記念奨学財団も皆様の善意あ
る寄付で成り立っています。
使用目的は異なっても、どちらも国際奉仕・社会奉仕
として次の時代を担う青少年の育成・地域社会の発展
の為に不可欠な資金です。
両財団の意図をお汲みとりいただき、ご協力をお願
い申し上げます。

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

