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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 １２月２０日(金) “クラブアッセンブリー”
(各委員会上半期活動実績報告及び下半期への展望) 各委員長報告

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

出席報告 例会食事カロリー １,１７７Kcal

会員数 ５３名
・当日の出席者 ３８名
・会員出席率 ７４.５１％
・１１月２２日の修正出席率(仮) ８６.００％

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０１９年１２月１２日(木)

前例会の記録 １２月６日(金)

１. ロータリーソング “ジングル・ベル”
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
８．２０１９年忘年家族会 (於)千草ホテル光琳の間

江藤賢一新会員の挨拶

今日から参加させて頂く、八幡西
区相生町で保険代理店しています、
株式会社総和の江藤と申します。
以前高橋がお世話になっておりま
した。色々勉強していきたいと思い

ます。少しでも早く皆さんに貢献出来るようになります
ので、今後ともよろしくお願い致します。

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）本日例会終了後「１２月度定例理事会」を開催致します。
理事各位はご出席お願します。

２）第３グループのＩ・Ｍ（インターシティ・ミーティング）が、令
和２年２月１５日（土）に飯塚ＲＣのホストで開催されます。
当クラブは１４日（金）の例会を変更し１５日（土）にＩ・Ｍ全

員参加をいたします。（案内文、スケジュール等は連絡ボッ
クスに配布しています。）

３）例会臨時変更のお知らせ
★戸畑ＲＣ
１２月１２日（木）と１月２日（木）は休会
★八幡中央ＲＣ
①１月６６日（月）の例会は

８日（水） １８：３０～ 大谷会館
②１月２７日（月） １８：３０～ 大谷会館
★戸畑東ＲＣ
①１月６６日（月）の例会は

８日（水） １８：３０～ 西日本工業倶楽部
②１月２７日（月）の例会は

２５日（土） 山口・萩
★八幡ＲＣ
①１月６７日（火） １８：３０～ 大谷会館
②１月１４日（火）は休会
③１月２８日（火）の例会は

２７日（月） １８：３０～ 大谷会館
④２月１８日（火）の例会は

１５日（土） パドドゥ･ル・コトブキ
★遠賀ＲＣ
①１月１４日（火） １８：３０～ はつしろ
②２月１１日（火）は休会

会長の時間 会 長 岸野 玲

先週、先々週と２週お休みしまして本当に申し訳ござ
いません。谷副会長ありがとうございました。本日会長
の時間を利用しまして入会式を致します。江藤賢一さ
ん前にお願い致します。バッチとロータリーの目的、４
つのテストをお渡しします。これで入会になりましたの
で一言お願いします。

ジングル・ベル

雪をけり 野山こえて すべりゆくかるいそり

うたごえも たからかに 心もいさむよ そりのあそび

ジングル・ベル ジングル・ベルすずがなる

きょうもたのしい そりのあそび おお！

ジングル・ベル ジングル・ベル すずがなる

さあ さいこうよ そりのあそび
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年次総会開催 (次年度、理事・役員の選考)

【ニコニコボックス】

・年次総会皆様よろしく
岸野、坂本、伊豆、浜崎、八尋、藤本、正木、藤村、谷
江戸、有松、江﨑、安東、谷、中村、小嶋、山口、川越
波多野、三島の諸君

・誕生自祝 金久保君

八幡西ロータリークラブ細則第１条第２節及び第３
節の規定に基づいて
次年度、理事・役員が次ぎのように決定された。
尚、会員総数の１/２の出席を認めたので、この総会
は成立された。
２０２０～２０２１年度
（理 事）
会 会 長仕・米山・ロータリー財団委員長谷 良樹
副 会 長仕・米山・ロータリー財団委員長波多野正信
幹 会 事仕・米山・ロータリー財団委員長紙上 義全
クラブ奉仕常任委員長タリー財団委員 坂本 敏弘
プログラム委員長ロータリー財団委員長井口 昭彦
親睦・健康管理委員長タリー財団委員 舟木 和博
会員選考・職業分類・会員選考・委員長 赤田 隆一
ロータリー情報委員長
職業奉仕・米山・ロータリー財団委員長 有松 稔晃
社会奉仕常任委員長 財団委員 柿本 祐治
国際奉仕常任委員長 大林 清幸
青少年常任委員長 永吉 大祐
会 計 神尾 康生
会場監督 富田 稔
直前会長 岸野 玲
無任所理事（会長経験者） 井上 俊司
（役 員）
会 長 谷 良樹
直前会長 岸野 玲
副 会 長 波多野正信
幹 事 紙上 義全
会場監督 冨田 稔
会 計 神尾 康生

＜２０１９～２０２０年度 １２月度定例理事会＞
開催日 ２０１９年１２月６日 １３：３０～千草ホテル

＜議事録＞
１） １月度例会プログラムについて

3日 休会（理事会裁量に依る）
１０日 令和を寿ぐ「ソプラノ リサイタル」

ソリスト 宮崎希世子様 ピアノ 黒崎愛様
１７日 年男新春放談 ① 岸野玲・松尾和典の諸君
２４日 年男新春放談 ② 梛野晴司・廣田豊の諸君
３１日 新会員自己紹介 八尋生義・中山祥太郎

江藤賢一の諸君
＜上記承認＞

２） 岩崎員久会員を引き続き、２０２０～２０２１年度
ローターリー財団地区委員長 任命依頼
（古賀英二 次年度ガバナーより依頼）
・三島靖男会員を引き続き、２０２０～２０２１年度
国際青少年交換委員会委員 任命依頼。

＜上記 承認＞

３） 八幡西クラブ、ロータリー財団の今までに貯まっている
ポイントを使って、全員、ポール・ハルスフェローになる
手続きをすることについて。

＜上記を進める＞

４） 江藤賢一会員は１２月６日より入会とし、委員会所属
は如何か。

＜承認し、委員会所属は親睦委員会とする＞

５） 神尾榮一会員、本日を以て退会願い受理。
＜承認＞

６） ガバナー依頼による台風１９号及び首里城火災焼失に
対する支援について。
＜会員皆様より、＠２，０００円を協力して頂く。

社会奉仕委員会活動で進める＞

７） 当クラブ、例会欠席した場合の補填の期間の取り扱い
について。
＜今まで通り前後２週間のＭ・Ｕ期間とする＞

８） ＲＩ Ｄ ２７００ 米山記念奨学生を世話クラブ委嘱
について。

誕生日おめでとうございます

金久保和君 昭和５１年１１月１７日生

皆さん今日は、誕生日祝いして頂きありがとうござい
ます。誕生日はだいぶん前になるのですが４３歳にな
りました。まだまだ見た目に年齢が追い付いて無い所
ではございますが、去年の誕生日の時に１年間の抱
負として体重１００ｋｇを切ると言う目標を掲げましたが
残念なことに体重は維持しています。

今年はもう１００ｋｇ切ることはあきらめましたので今
年の目標としては品行方正なロータリアンになれるよ
う１年間努力していきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

同好会報告

ゴルフ同好会 幹 事 松尾和典
本日ボックスの中あるいはラインでゴルフ同好会
１月２０日(日曜日)新年会とプレーのご案内差し上げて
います。
ご出欠の返事は、私に直接でも事務局にファックス、
メール、ラインでのご返事でも結構です。
新年会だけ、ゴルフプレーだけでも結構なのでご参加
ください。
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