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例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984

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 ５月２４日 (金) “クラブアッセンブリー”
（RI２７００地区研修・協議会の報告）報告：参加者より

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 “ 日も風も星も“
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 吉田浩二 君 Ｓ４５年５月１６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 「グローバル補助金活動について」

グローバル補助金特別委員会 委員長 大林清幸君

出席報告 例会食事カロリー 1,030Kcal

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 94.00％
・ゲ ス ト:＜スピーカー＞ 井上龍子 様

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年５月１７日(金)

前例会の記録 ５月１０日(金)

会長の時間 会 長 岩崎 員久

平成がおわり、令和の時代が始まりました。平成は
「国の内外、天地とも平和が達成される」という意味
で文字通り戦争の無い平和な時代でした。令和は
「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」
という意味で英訳では「Beautiful Harmony」だそうで
す。新しい時代が始まり令和も平和な時代であって
ほしいと思います。次第に令和にも親しみを覚え、平
成が遠い過去の時代に感じるのは私だけでしょうか。
先日インターネットで面白いものを見つけました。ア
ンビグラムという作品です。ある文字をさかさまにみ
ると全く違う意味の言葉になります。平成をさかさま
にすると令和になります。皆さんもインターネットで探
してみてください。今年のゴールデンウィークは歴史
上初の10連休になりました。皆さんはいかがお過ご
しでしたでしょうか。私は5月3日に姪の結婚式で、

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）５月度定例理事会を例会終了後に開催致します。
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
★直方中央ＲＣ
①５月２７日（月）１８：３０～場所未定
②６月１７日（月）１８：３０～場所未定
③６月２４日（月）は休会

＜2018～2019年度５月度定例理事会＞議事録
開催日 令和元年５月１０日 １３：３０～千草ホテル

＜議 題＞
１）６月度例会プログラムについて

７日 Ｉ・Ｄ・Ｍの報告
１４日 夜間例会 １８：３０～千草ホテル

（ワインセミナー開催）
２１日 〞クラブアッセンブリー 〞

（各委員会・今年度活動実績報告） 各委員長報告
２８日 「会長・幹事離任の挨拶」

2018～2019年度 会長 岩崎員久 君
2018～2019年度 幹事 有松稔晃 君

＜承 認＞
２）グローバル補助金特別委員会よりの報告

タイ国、バンコク・スリウォンロータリークラブとの協同で
事業を行うことが決定しました。

３）村山大成会員、職業分類の変更願い
（旧）職業分類は大分類（農水産・食品）

中・小分類（菓子販売）であった。
（新）職業分類を大分類（サービス・レクリエーション）

中・小分類（レストラン）に変更要望
尚、事業所所在地の変更届

新所在地：〒８０６－００６８ 八幡西区別所町２－１
ヤマジョウビル１Ｆ

事業所名・ＴＥＬ・ＦＡＸ 等、今までと変わらず。

横浜に行きました。超大型連休とあって都心は思い
のほか空いていました。あとはどこにも行かずのん
びりと過ごしました。
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＜卓話＞
「再開発事業後の持続性について」
- みんなでつくる手作りの街 八幡駅前の取り組み –

八幡駅前開発（株）
代表取締役社長

井上龍子 様

【ニコニコボックス】

・本日の卓話者 井上龍子様を歓迎して
伊豆・小嶋・藤本・正木・岸野・松尾・是此田・江戸・
富田・山口・浜崎・有松・安東・藤村・舟木(和)・
吉田総次郎・村山・中村 の諸君

・髙嶋先生、先日はありがとうございました。かなり具
合よくなりました 金久保君

・１ヶ月ぶりのホームクラブです。忘れないでください
早退のお詫び。 坂本君

・井上龍子です。本日は貴重な機会を頂き、有難うござ
います、よろしくお願い致します。 井上龍子様

・誕生自祝 福田君

伊豆統一郎 君 ４１年
藤村克成 君 ２２年
有松稔晃 君 ６年
櫻井久紀 君 ３年
緒方 忠 君 ２年

４月度 １００％出席皆勤表彰

誕生日おめでとうございます

お祝いありがとうございます。4月27日で37歳に
なりました。何か37歳で新しい事をしようと思い、
本城葬祭の本館をリニューアルいたしました。セ
レモニーホールヒカリエと名前を付けて、プロジェ
クションマッピングと音楽で感動させる祭壇や、お
客様が落ち着いて過ごせる控室など、素敵な会
館にしたつもりです。これからも一生懸命頑張り
ます。

委員会報告
・社会奉仕委員会 委員長 紙上義全

5月6日九州障害者ゴルフ大会に稲富、舟木、大
林会員が参加されました。健常者の部で稲富会
員が優勝されました。

・インターアクト委員会 委員長 舟木和博
インターアクト委員会例会が令和元年5月10日午
後5時より自由ケ丘高等学校にて開催されます。
奮ってご参加ください。

・雑誌会報委員会 委員長 福田学
週報訂正とお詫び、クラブアッセンブリーは24日
です。ロータリーの友紹介ローターアクトについて。

本日は貴重な機会をいただきありがとうございま
す。15年前吉田総次郎会員に八幡駅前再開発につ
いて話してほしいと声をかけていただき、この場で人
生初再開発の話をさせていただきました。昭和３０年
八幡駅移転が日本の都市計画の先駆けとなりまし
た。現在のケヤキ並木を見ていただけると月日の流
れを感じていただけると思います。さわらびのように
育ってほしいとの思いをこめ平成16年12月さわらび
ガーデンモール八幡グランドオープンしました。事業
で見ると6年ですが実際はオープンまで25年かかっ
ています。元々は父が再開発の理事長で後を引き
継ぎましたが、実際はゼロからのスタートをし、3棟
のビルを建てました。建てるより建てた後のほうがは
るかに長いとの考えから事業後のビルマネージメン
ト会社にて管理組合の取りまとめを自分たちで考え
ながら、自主的・主体的・地域性を通して世界を見な
がら、今ある魅力を伝え情報共有する身の丈に合っ
たマネージメントを私たちに出来ることとして行って
います。具体的にはイルミネーション・多文化交流・
JICAの方々に街を安心して利用していただき日本
の文化を紹介する活動として「鉄の魂」を発行してい
ます。今後は、地域資源の再発見・DNAを探りなが
ら、行政とも連携を交え全国にある地方都市の小さ
なまち・地域の取り組みの事例となるような事例を目
指しながら地域のお世話役となっていきたいです。

福田 学 君

昭和57年4月27日生

・ゴルフ同好会 同好会 幹事 松尾和典
岩崎会長杯、取り切り戦の案内です。6月15日
（土）前夜祭 一次会 ステーキ＆ベブ 二次会
クラブPARK、16日(日)芥屋ゴルフ倶楽部
午前10時09分OUTスタートですご参加ください

同好会報告
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