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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 ６月２１日 (金) “クラブアッセンブリー”
(委員会、今年度活動実績報告) 報告：各委員長

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 “ それでこそロータリー"
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．ワインセミナー開催 18：30～ (於)千草ホテル

出席報告 例会食事カロリー 1,020Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 39名
・ゲ ス ト 数 1名

会員出席率 78.00％
・5月17日の修正出席率 88.00％

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年６月１４日(金)

前例会の記録 ６月７日(金)

会長の時間 会 長 岩崎 員久

先週ドイツのハンブルグで行われました国際大
会に行って参りました。ドイツハンブルグは北緯５３
度カムチャッカ半島ぐらいです。行く時は冬の格好
でという情報を得てそのような格好でいったのです
が、なんと３０℃を越える気候でした。ドイツに４日
間滞在し、それからイギリスに渡りました。イギリス
では今年、財団の奨学生でイギリスに行っている
子にお会いしました。そこでカウンセラーのナン
シーさんと食事などをして楽しんで参りました。

三島会員に委嘱状が届いております。国際青少
年交換委員会として頑張って下さい。

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）本日例会終了後「６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）６月度ロータリーレートのお知らせ。
（従来、１＄＝１１２円）

２）６月１日より、１＄＝１１０円に変更になります。

３）例会臨時変更のお知らせ
★若松ＲＣ
①６月１７日（月）は休会
②６月２４日（月）１８：３０～ 料亭 金鍋
★若松中央ＲＣ
①６月１９日（水）１８：３０～ 料亭 金鍋
②６月２６日（水）は休会
★小倉中央ＲＣ
①６月２４日（月）１８：３０～ スイング２１
★戸畑ＲＣ
①６月２７日（木）１８：３０～ 西日本工業倶楽部

【 2018～2019年度 ６月度定例理事会 議事録】

開催日 ２０１９年６月７日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１）会員推薦カード１名受理。

２）退会者について。

３）新事務局員、岡田美由紀さん７月１日より勤務。

【 2019～2020年度 臨時理事会 議事録】

開催日 ２０１９年６月７日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１）７月度例会プログラムについて

５日 会長・幹事就任の挨拶
2019～2020年度 会長 岸野 玲 君
2019～2020年度 幹事 三島靖男 君

１２日 “クラブアッセンブリー”
（今年度、各委員会活動方針の発表） 報告者：各委員長

１９日 “クラブフォーラム”
（自由ヶ丘高等学校ＩＡＣの活動について） 報告：ＩＡ生

２６日 卓 話 「御大典―即位礼正殿の儀
大嘗祭について」 波多野正信 君

＜上記、承認＞
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“クラブフォーラム” (I・D・Mの報告)
テーマ：① 2019～2020年度 各委員会活動について
テーマ：② 会員増強について

報告者：記録担当者

★Ａ班 富田 稔君

「プログラム委員会」
各委員会が生み出す新たな活動について、会員がその

意義を共有、共感できるように例会を活用し議論する。.
内外で活躍する多彩の人々を招き、新鮮な情報や優れた
才能に触れる機会を提供する。またクラブ運営に関して
重要と考えられる課題が生じた場合は理事会での承認手
続きと並行して、クラブ全体の合意形成の場となるような
例会プログラムを組み入れます。
「職業奉仕委員会」

若い会員も増える中、ロータリーにおける職業奉仕につ
いて、会員が学ぶ場として地区職業奉仕委員である神尾
会員に相談し、クラブフォーラムやＩＤＭの実施を考えてい
ます。年２回予定している職場訪問について意義を再度
考え、企業規模にかかわらず企業経営を通じて地域社会
に貢献している企業を訪問先に選定します。
「会員増強について」

会費の値上げが会員増強の逆風とならないように取り
組んでいく必要があります。いつも課題となると女性会員
問題については、ガバナーメッセージを踏まえ検討する時
期が来ていると思います。

誕生日おめでとうございます
梛野晴司君 昭和47年6月2日生

本日、誕生日お祝いありがとうござい
ます。６月２日で４７歳になりました。
誕生日当日に長女と次女がビールと
おつまみをプレゼントしてくれました。
来年再来年もお祝いしてもらえるよう
に元気に頑張ってきたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

★Ｂ班 松尾 和典君

「会場監督」
しっかりと喋ることができる人。音楽プレイヤーを使いこ

なす。月替わりの担当にします。
「国際奉仕」

先日より話題になっている海外クラブとの連携で、国際
奉仕事業を始めるための計画書作成することが次期の
目標になります。これにかかわる計画書を作成するため
に、すでに国際奉仕事業を行っている他クラブの方や国
際ロータリーの事務局などに協力を依頼する。
「会員増強」
以前、退会した会員の退会理由は何なのかを検証して同
様のことが起こらないように対策を打つことが必要

（退会防止）

５月に開催された地区研修会は、各委員会の委員長
中心に参加してもらっているが、ここに若手も参加させる。

地区大会などへの参加基準として、入会後３年未満とか
５年未満とかあるが、そうではなくて、３回以上とか５回以
上の参加を義務化を検討する。

★Ｄ班 金久保 和君
「会報委員会」

役割分担を決め、委員の負担を減らし円滑で正確な週
報作りを目指します。新たなコーナーを作ります。
「会員増強について」

夜間例会やゴルフ同好会などに体験参加してもらい入
会へのきっかけにしてもらう。会員を年代別にグループ分
けして各グループで１人入会者をつくる。

例会終了後カフェで行われる通称第２例会に参加しても
らいクラブに馴染んでもらう。

女性会員の入会だけではなく、職業分類でもユーチュー
バーやｅスポーツ選手などの職業も検討する。

★Ｅ班 吉田 浩二君
「親睦委員会」

会員及び家族全員との親睦を図るため今年は屋外中
心に実施する。溝上酒造で観月会をし、一宮神社や皿倉
山で観桜会をし、千草ホテルで忘年会をする。誕生日プ
レゼントは、家族が喜ぶお菓子、アウトドア商品、ロータ
リーグッズなどを検討しています。
「会員増強」

候補者を事前に夜の懇親会や、ゴルフにオブザーバー
として呼び、楽しい会だとアピールする。また、公式イベン
トでなく、夜間例会的な催しをしてみる。

★Ｆ班 中村 克己君
「出席委員会」

例会への出席は義務であることを理解していただき、例
会時には会員相互間で有意義な時間を共有できるように、
出席率の向上を目指します。
「社会奉仕常任委員長」

穴井パストガバナー著書「ロータリー誕生と成長の物
語」の説明をして頂きました。時代とともにロータリーが変
わってきていること、また今のロータリーは世界的・人道
的奉仕団体である。
「会員増強について」
入会3年未満の退会理由については、週報のテープお越

しも原因になっている。ロータリーが関係する所に情報発
信していく必要があります。奉仕とは、社会的弱者を助け
ること？ 自信を持って発信して行ける様に行動したい。

【ニコニコボックス】

・岩崎会長国際大会のお土産ありがとうございます。
永吉、稲冨、伊豆、有松、三島、坂本、河島、松尾
貞方、江﨑、吉田浩二、浜崎、小嶋、正木、谷、安東

藤村、中村の諸君

・先日は母の葬儀にたくさんの方のご弔問を頂きあり
がとうございました。 吉田総次郎君

・誕生自祝 梛野君

・IDM欠席のお詫び 江戸君

・早退のお詫び 廣田君

★Ｃ班 正木 文久君
「会員増強について」

来期は純増５～１０名が目標です。職業奉仕活動を実
践している人を中心に増強をする。
（入会促進）

勧誘の際に、例会に来てもらうよりもゴルフ会やＩＤＭ
に誘う。５０歳以下の会員とのプチ懇親会を企画してみる。
女性会員も認めてはどうか。
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