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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２２日 (金) “クラブアッセンブリー” (第３G I ・ M の報告)

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 “Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ "

２．来客紹介
３．出席状況の報告
４.祝誕生 山口典浩君 Ｓ28年2月14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 「米山記念奨学会について」

国際ロータリー第2700地区
パストガバナー安増惇夫君

出席報告 例会食事カロリー 1,150Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 41名
・ゲ ス ト 数 1名
会員出席率 82.00％
・1月25日の修正出席率 92.00％
ゲスト ： ＜スピーカー＞ 網岡健司様

会長の時間 会 長 岩崎 員久

皆さんこんにちは。まず初めに地区大会における
選挙管理委員会の委嘱願いがきており安東秀夫さ
んに選挙管理をお願いしました。承認は安東さん本
人から頂いておりますが皆さんご承認いただきます
でしょうか。承認ありがとうございます。本日は網岡
健司様による卓話「世界進化遺産～八幡ものがた
り」です。新日鉄をからめたところでの世界遺産、八
幡の歴史をお話いただけると思います。地元のこと
なので皆さん興味あると思います。今日は網岡さん
宜しくお願いします。卓話を楽しんで帰ってください。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年2月1５日(金)

前例会の記録 ２月８日(金)

幹事報告 幹 事 有松 稔晃
１）飯塚ロータリークラブ「創立５０周年記念式典」のご案内
日 時：平成31年４月７日（日）
式 典：１４時００より
祝賀会：１５時１５分より
会 費：１０，０００円
会 場：パドドｳ・ル・コトブキ

飯塚市片島１－７－６２
（ＴＥＬ０９４８－２２－５１３８）

記念コンサートのご案内 「未来へ：森山良子、秋川雅史、出演」
日 時：平成31年４月６日（土）１６時００より
会 場：イイヅカコスモスコモン 大ホール
チケット代：（Ｓ席）６，５００円 ・（Ａ席）５，０００円
（何れも、申込締切、２月２８日）

２）例会変更のお知らせ
★門司西ＲＣ

①２月２１日（木）１８：３０～プレミアホテル門司港
②２月２８日（木）の例会は ↓

３月２日（土）１４：００～プレミアホテル門司港
★小倉ＲＣ
①３月１日（金）の例会は ↓

２日（土）１４：３０～プレミアホテル門司港
②３月２２日（金）は休会
③３月２９日（金）１８：３０～松柏園ホテル

★戸畑東ＲＣ
①３月４日（月）の例会は ↓

２日（土）１４：００～プレミアホテル門司港
②３月２５日（月）１８：３０～千草ホテル
★小倉中央ＲＣ
①３月４日（月）の例会は ↓

２日（土）１４：００～プレミアホテル門司港
②３月２５日（月）１８：３０～場所未定

是此田 稔 君 ３７年
安東 秀夫 君 ２５年
岩崎 員久 君 ２３年
舟木 和博 君 ６年
谷 良樹 君 ２年

１月度 １００％出席皆勤表彰

【ニコニコボックス】

・本日のゲスト 網岡様の卓話楽しみにしています。
伊豆、是此田、正木、有松、波多野、吉田（浩）、藤本、岩崎、
貞方、松尾、安東、岸野、三島、藤村、佐藤、舟木、小嶋、
稲冨、永吉、河島、柿本の諸君

・松尾さん先日は大変お世話になりました。信者さんもとても
喜んでおられました。ありがとうございました。 紙上君

・誕生日自祝 廣田君、江﨑の諸君
・早退のお詫び 金久保君、緒方の諸君

【 2019～2020年度 （次年度臨時）理事会議事録】
開催日 平成３１年2月８日（金） １３：３０～ 千草ホテル
＜ 議 題 ＞
１）2019〜2020年度 委員会編成について

＜ 別紙承認＞
２）事務局引き継ぎについて
事務局マニュアル作成委員会を設置する。
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委員会報告

誕生日おめでとうございます

江﨑嘉春 君 昭和38年2月5日
生

本日は誕生日を祝っていただ
きありがとうございます。昭和
38年2月5日生まれで56歳にな
りました。北九州市と共に、成
長してきました。今年年明けに

家族全員6人で並んで、映画を見に行きました。クイー
ンのボヘミアンラプソディーです。その後、しばらくは、
家の中、車の中でクイーンが鳴り響いていました。大学
5年から中学2年まで4人の子供たちに親父の背中を見せ
ていきたいと思います。今年は、念願の甲子園が予定さ
れています。しっかりと心と身体を調整し、最高の思い
出にできるよう一花咲かせようと思います。宜しくお願
いします。

廣田 豊君 昭和47年2月5日生

皆さんこんにちは。誕生日
を祝って頂いてありがとうご
ざいます。江﨑さんと誕生日

が一緒というのはちょつと嬉
しいし しいです。家族が仲がいいと
ゆうことは羨ましいですけど、私は何年も家族とは誕生
日していません。今年の2月5日は会社のリクルートチー

ムの決起会ということで、懇親会をしてましたけど、社
員がくす玉を作ってくれてうれしい誕生日でした。ただ2
月6日がたまたま休みだったので、何年かぶりに女房と

デートしました。僕も映画を観てきました。ランチして
映画を観て帰って特にオチはないんですけど、まだ夫婦
大丈夫だと思います。有難うございました。

・ゴルフ愛好会報告
北九州オープントーナメント開催のご案内 中村克己君

みなさんこんにちは、春の風物詩となってまいりまし
た。北九州オープントーナメント開催日程が決定しまし
たのでご連絡いたします。本年度は九州ゴルフクラブに
て3月30日土曜日31日日曜日に開催されます。ツアープロ
が50人以上参加されます。本物のスイングも見られます。

全くのボランティアで運営している大会です。広告協賛
という形で参加も可能です。ご協力お願いします。

・インターアクト委員会 委員長 舟木和博 君
来週の金曜日15日17時から自由ケ丘高校でインター

アクトの例会を行いますのでお時間のある方ぜひご参
加下さい。
・前年度社会奉仕委員 稲冨 靖彦 君

昨年ご紹介いたしました、九州障がい者ゴルフ大会
が今年もありご案内が来ております。
3月11日月曜日肥後サンバレーカントリークラブで行わ
れます。障がい者の方2人と健常者2人で回りますが皆

さん上手です。参加希望の方は私の方までご連絡下さ
い。続いては5月6日の月曜日久山カントリーでありま
す。ぜひ参加して下さい。
・会報・雑誌・広報委員会 江﨑 嘉春 君
ロータリーの友2月号の36ページここはエバンストン

便りというのが掲載されています。これは、国際ロー
タリーに関する記事がこのページに載っているそうで
す。ここを読むと国際ロータリーの動きが少しでもわ
かるようになるそうです。ちなみに今後のRI国際大会
今年の6月1日から5日ドイツのハンブルクで行われます。

登録の仕方も掲載されてあるのでもしも行かれる方は
登録をお願いします。

卓話 「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

網岡 健司様

八幡製鐡所で30年ぐらい働いておりますが、鉄はほと

んど作ったことがない製鉄マンで、スペースワールドを
作ったり地域開発のお手伝いをしています。日本の産業
革命遺産ということで2015年7月に世界遺産登録をされま
した。この地に伊藤侯爵も視察に来られ、1901年に高炉

に火入れが行われました。以来八幡は日本の産業革命の
牽引者となりました。しかし良い事ばかりもなく、産業
都市特有の公害という試練にも会いました。行政・住
民・企業のパートナーシップによってこの街をきれいに
していき、世界に評価されました。その後いわゆる鉄冷
えというのがあり、1982年頃は生産も少なくなっていま

した。遊休地が出来、官民で知恵を絞った結果がスペー
スワールドでした。1990年に完成。この地区にはいのち

のたび博物館・環境ミュージアム・イノベーションギャ
ラリーなども建ちイオンモールにも出店してもらい、西
側はIT企業の誘致を進めていき、エプソン・ソフトバン

クにも来てもらいました。北九州市には北九州空港があ
り響灘に貨物港があります。エアポート、シーポートが
できたので情報のポートも作ろうということで、北九州
インポート構想2002年が出来ました。情報というのは、

行政にとっても企業にとっても大事な資産なので、地震
などの震災の少ない北九州の地が最適だということです。
東田は韓国の釜山と海底ケーブルで繋がっています。日
本最大級の企業のデータセンターもあります。エネル
ギー分野では小泉内閣の時に国際物流特区を取得して電
力の規制緩和をもらい、東田地区では2005年から新日鉄

が電力の供給をしております。水素ガスの実用実験もし
ています。成果として東田地区はCO2の排出削減にも成
功しており経済的には8000人の新規雇用が産まれていま

す。各自治体・企業やマスコミからも視察に来られます。
国からは環境モデル都市に認定されました。昨年はOECD
のSDGｓにアジアでは唯一北九州市が選ばれました。観

光だけでなく、東田の特徴である社会実験都市をもう少
しアピール出来たらとも思っています。スペースワール
ド跡地に2021年度開業に向けてイオンモールを計画して

いますが、この敷地中には道路規制がないので自動車の
自動運転やドローンの飛行に関わる規制も無く自由な研
究ができます。八幡から日本を変えて世界を変える。
2030年にはSDGｓを成功させたいと思っています。
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