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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 ① ５月３日 (金・祝日休会)
次回例会のお知らせ ② ５月１０日 (金) 「再開発事業後の持続性について」

八幡駅前開発㈱ 代表取締役 井上龍子 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 “ ２７００のマーチ “
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．クラブアッセンブリー (RI2700地区大会の報告)

報告：参加者より

出席報告 例会食事カロリー 1,191Kcal

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％
・4月5日の修正出席率 86.00％
・ゲ ス ト:＜スピーカー＞ 伊豆ほずみ様

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年４月２６日(金)

前例会の記録 ４月１９日(金)

会長の時間 会 長 岩崎 員久

先週の火曜日に東京で開催された、会員基盤向上セミ
ナーに出席しました。マーク・マローニーR１会長の「ロータ
リーは世界をつなぐ」のテーマのもとで研修会が実施され
ました。次年度も引き続きポリオ根絶（今年から撲滅が根
絶になりました）が重点課題のひとつに掲げられています。
日本では１９８０年（昭和５５年）を最後にポリオ罹患者は
根絶されましたが、乳幼児のポリオワクチン接種は現在も
続いています。よく日本ではポリオは根絶しているのに、
なぜワクチン投与を続けるのかという声を聞きますが、２
０１４年にエジプトから帰国した帰国子女にポリオウイルス
が確認されました。インバウンドが増加している現在、ポリ
オウイルスが国内に潜入する確率が増加しており、これ
までワクチン投与が４回行われていたのを５回にしようと
いう案が出ています。ワクチン購入資金が日本だけで年
間２５０億円必要になります。世界からポリオを根絶する
為に、皆さんのご理解、ご協力が不可欠です。
支援の程よろしくお願い致します。

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）２０日（土）、２１日（日）の両日は、
当地区の「地区大会」が開催されます。
出席登録の方はよろしくお願い致します。

２）例会臨時変更のお知らせ
★小倉ＲＣ
①５月１０日（金）の例会は ↓

１２日（日）１０：２０～門司港、世界平和パゴダ
②６月２８日（金）は休会

★八幡ＲＣ
①５月２１日（火）１２：３０～北九州市立病院
②５月２８日（火）１８：３０～玉乃井
③６月２５日（火）１８：３０～大谷会館

班 リーダー 記 録 幹 事 メ ン バ ー

A 小嶋一碩 赤田隆一 安東秀夫
井上俊司、江﨑嘉春、富田稔
中山一徳、舟木和博

B 大林清幸 松尾和典 谷 良樹
井口昭彦、岩崎員久、太田吉彦
緒方忠、佐藤進、吉田総次郎

Ｃ 廣田 豊 正木文久 梛野晴司
江戸達也、岸野玲、永吉大祐
三島靖男、村山大成、山口典浩

Ｄ 福田 学 溝上智彦 貞方友明
太田信博、金久保和、是此田穣
坂本敏弘、藤本生男

Ｅ 藤村克成 吉田浩二
波多野
正信

有松稔晃、伊豆統一郎
神尾康生、川越和宣、浜崎靖

Ｆ 櫻井久紀 紙上義全 中村克己
稲冨靖彦、大坪隆、柿本祐治
河島昭彦、髙嶋雅樹

【２０１８～２０１９年度 第３回 Ｉ・Ｄ・Ｍ 編 成 表】

１．テーマ：① ２０１９～２０２０年度 各委員会活動について
１．テーマ：② 会員増強について
２、６月５日(水)迄に終了し、６月７日(金)の例会で報告して

下さい。
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簡単に自己紹介をさせて頂きます。
１９８７年に、伊豆統一郎の長男の元に関西から嫁いでまいり
ました。以来、黒崎２丁目の病院の上に居住し、一男一女を
育てました。子供の手が離れてきた２０１２年頃からご縁を頂
きまして街づくりのお手伝いを色々始めて現在に至っています。

こども商店街の成り立ちを説明させていただきます。
２０１２年熊手銀天街を中心とした地域で初の開催を行いまし
た。２０１４年から北九州市ひとみらいプレイスとの共催を開始
しました。ここでひとみらいプレイスの周年祭事業の一つとし
て開催することになりまして、片面はひとみらいプレイス、もう
片面はこども商店街という形のパンフレットを製作して一緒に
やっていく形ができあがりました。２０１４年、２０１５年、２０１６
年と順調に応募総数、当選者数も右肩上がりに増えて、２０１
７年から近隣の大学と提携し、２０１８年から近隣の高校生ポ
ランティアの受け入れを行いました。こども商店街は事前応募
制度となっており、事前に往復はがきで事務局に応募をしま
す。仕事ができる当選数というのは用意できた仕事の数に
よって毎回変動します。そして子供たちはホームページで事
前に親御さんと一緒にどんな仕事やお店、会社を確認するこ
とができます。当日、子供たちは参加費５００円と当選はがき
を持ってきて受付をした後に抽選をします。抽選番号によって
ハローワークで仕事を選ぶ順番を決めます。こども商店街で
は最初の年から一貫して親御さんに口を出させない、子供が
自分で選ぶというシステムをとっています。仕事が決まりまし
たら商店街にあります店舗、黒崎メイトさん、井筒屋さんに
行って仕事をします。この時親御さんたちがついて行って写真
や動画を撮られてますが、基本的に仕事に口出しは禁止と通
達しています。仕事が終わりましたら税務署で納税をします。
この時税務署のところに税の使い道、自分が仕事をして得た
給料から払う税金はどういう風に使われているか、ということ
が勉強できるシステムになっています。納税が終わりましたら
給与明細を持って銀行に行きます。銀行でも子供たちが銀行
員の体験をしていますので、子供たち同士でお金の引き渡し
になります。当日通貨３００クロン、３００円分の給料をもらいま
す。給料をもらいましたので、次はそれを使う。色んなお店に
出店していただいて子供たちも色んな所で働いています。
そういうところで自分で稼いだお金を自分で考えて使う、子供
にとってはすごく楽しいことでして、楽しかった、また来たい、
やりたい、お仕事も楽しかった、落選しても対象年齢が小学生
のみとなっていますので、幼稚園児以下の子供たちにはお仕
事体験はできないけれども、様々な無料体験などご用意して
おりますし、お買い物は現金で自由にできますので、楽しかっ
たよ、とご好評いただいております。

職業体験ですが、こども商店街におきましては必ず本来の
会社の業務の中のことを体験させてくださいとお願いしていま
す。例えば個人店舗さんですとお店の掃除からはじまり、挨拶
の練習をし、お客様のお見送りをするところまでが仕事ですよ
という形であったり、外から見えない部分も仕事の体験の一つ
だと当方では考えております。参加者から企業さんへのフィー
ドバックは何かというと、店舗へのリピート訪問、企業の認知
度アップひいては黒崎商店街そのものの認知度アップです。

＜卓話＞ 「黒崎子供商店街について」

黒﨑こども商店街
実行委員会

副実行委員長
伊豆ほずみ 様

【ニコニコボックス】

・伊豆ほずみさんお世話になります。
よろしくお願いします。

岸野、波多野、太田吉彦、岩崎、井口、有松
貞方、谷、吉田総次郎、中村、安東、稲冨
大林、正木、高嶋、神尾康生、是此田の諸君

・本日、伊豆ほずみがお世話になります。
地区大会には、一人でも多く出席しましょう。

伊豆君

・誕生自祝 溝上君

柿 本 祐 治 君 ３５年
神 尾 康 生 君 ３年

３月度 １００％出席皆勤表彰

お誕生日のお祝い
ありがとうございます。
毎年、仕込みの時期
でもあり、いつも自分
の誕生日を忘れて
います。１０月から３月
の長い間、お休みさせ
て、ご迷惑をお掛けし
ていますが、３月の中

旬開催の蔵開きも終
わり、仕込みも終わり、これから来れるときには全
力で尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。今日は、ありがとうございました。

誕生日おめでとうございます

溝上 智彦 君 昭和39年3月2日

行政との関わりですがこども商店街は北九州市、北九
州市教育委員会の共催事業となっています。ひとみらい
プレイスは黒崎駅前コムシティの３階にありますが、人づく
りを支援するという目的で設立された組織ですので、ここ
と子供たちの夢を育てるという黒崎こども商店街の目的
が合致しまして２０１４年から共催をしていただいています。
関係各機関からの協力、福岡県警の繁華街創生プロジェ
クトチームから３名実行委員会に参加して実行委員として
色々活動していただいています。各種警察への必要な手
続きなどもアドバイスいただいています。八幡西署からは
無料体験を出店していただいたり制服、私服警官の増員、
当日警邏の巡回の強化、署をあげての協力体制を敷いて
いただいています。八幡西区役所からは、道路を使用し
ているイベントですので色んな手続き等の支援、備品の
貸し出し等もしていただいています。

法人会・税務署が強力なタッグを組み、税務署の運営、
税務署クイズをするのにステージ出演もしていただいてい
ます。他、たくさんの団体・個人の方のご協力をいただい
ています。黒崎は大人のイメージがありまして、昼間に子
供がいるということがほとんどなくなってききましたが、こ
の日に限って言えば子供の声が響き渡り、笑顔が響き渡
り、ご年配の方からは昔の活気が見えたね、と言われるこ
ともあります。今年は第８回目をむかえます。夢を育てる
をテーマに子供たちが仕事の大切さや楽しさを体感でき
るイベントです。また、イベントを楽しむことによって黒崎
の街や協力店舗、協賛企業を身近に感じてもらって再訪
していただければ幸いです。
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