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次回例会のお知らせ ７月１９日 (金)

本日の例会

２） 7月のロータリーレートは、＄１＝￥１０８になり
ます。(従来、￥１１０)

１．ロータリーソング
“ 手に手つないで"
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” (各委員会活動方針発表)
各委員長報告

７月５日(金)

出席報告

例会食事カロリー
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３） 例会臨時変更のお知らせ
★直方ＲＣ
①７月１１日（木）１８：３０～ 毘沙門天
②７月１８日（木）１８：００～ ジ・エクセレントガーデン
③８月 １日（木）と１５日（木）は休会
★八幡中央ＲＣ
７月２９日（月）１８：３０～ 食堂、ぱんち松五郎
★小倉南ＲＣ
７月３０日（火）と８月１３日（火）は休会
★遠賀ＲＣ
①８月１３日（火）は休会
②８月２０日（火）１８：３０～ かねやす
③９月１７日（火）１８：３０～ 場所未定
④９月２４日（火）１２：３０～ はつしろ・本店
★小倉西ＲＣ
①８月２９日（木）１８：３０～
ＪＲ九州ステーションホテル小倉
②９月１９日（木）１８：３０～ 観山荘本館

【 2019～2020年度 ７月定例理事会 議事録】

岸野 玲

皆さんこんにちは、初めての会長の時間ということ
で、緊張しております。ごあいさつは後程させて頂きま
す。ゴルフ会の賞品も早速準備させて頂きました。
ＪＴＢの旅行券１０万円相当ということで、中々ご夫婦
で高い旅館に泊まれないからという思いで、また、自
分で買う気も起きないので、これを機会にゆっくりとご
夫婦で旅行をして頂ければと思います。どうかこれを
競って今期、ゴルフ会を盛り上げて頂ければと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
事務局村上さんの後任の岡田美由紀さんです。
７月1日から勤務しています。皆さんのお力を貸して頂
きます。ご協力をよろしくお願い致します。

幹事報告

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」

“クラブフォーラム”
(自由ヶ丘高等学校 IACの活動について) インターアクター報告

２０１９年７月１２日(金)

前例会の記録

《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

三島 靖男

１） 本日、例会終了後「７月度定例理事会」を開催
致します。関係各位は宜しくお願い致します。

開催日 ２０１９年７月５日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議 題＞
１）８月度例会プログラムについて
２日 卓話 「世界遺産 宗像大社」
宗像大社権宮司 葦津 幹之 様
９日 〞クラブフォーラム 〃 (会員増強について)
会員増強委員長 廣田 豊君
１６日 休 会 （理事会裁量に依る）
２３日 卓話 「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは」
北九州市企画調整室 主任 鵜飼秋子様
３０日 卓話 「ロータリーの職業奉仕について」
地区職業奉仕委員会 委員 神尾康生君
＜承 認＞
２）被推薦者２名については次の段階に進行する。
＜７日間の告示＞（今後、推薦者と増強委員長を理事会へ
出席の要請し説明してもらった上で審議する。）
３）「黒崎子供商店街」について
＜協賛金を支援する＞

八幡西ロータリークラブ

八幡西ロータリークラブ
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２０１９～２０２０年度 会長・幹事就任の挨拶

誕生日おめでとうございます

会長 岸野玲君
２０１９-２０２０年度、八幡西ロータリークラブ第５３代会長を仰せつ
かりました。今年度マークダニエルマローニーRI会長は「ロータリー
は世界をつなぐ」（ROTARY CONNECTS THE WORLD）のテーマを
掲げました。RI会長の基本方針は(1) 人びとをつなぐ (2) 行動する
(3) ロータリー賞の達成の３点を発信しています。
特に地区財団活動資金（DDF）を活用し、地域社会および海外での
プロジェクトを推進しています。また、灘谷和德ガバナーはマロー
ニーRI会長のテーマに基づき「不易流行」 ～永続と変革～ のメッ
セージを掲げました。
(1) 日本のロータリー誕生100周年にむけて
(2) 第７回日台ロータリー親善会議 福岡大会の開催
(3) 長期計画委員会の設置
(4) 地区大会分担金増額のお願い
(5) マイロータリーへの登録推進のお願い
以上5項目に重点を置き活動を推進するよう要請されています。
マークダニエルマローニー会長、灘谷和德ガバナーの基本方針に
従い、「活動しよう！八幡西ロータリークラブ」の合言葉を指針として
運営して参る所存です。
(1) ポリオプラス撲滅のための募金箱への寄付の更なるお願い。
(2) グローバル補助金を活用して海外のプロジェクトを実行する。
(3) 会員増強（今年度58名目標に、5年間で60名体制に増強する）
(4) クラブプログラム、地区プログラムへの積極的参加のお願い。
以上４項目を掲げ、会員全員で目標に向かって活動するクラブにし
たいと思います。そのためには皆様のご協力が不可欠です。ぜひ皆
様のお力をお貸しください。一年間よろしくお願い申し上げます。

親睦活動委員会

伊豆統一郎君

２０１９−２０２０年度、八幡西ロータリークラブ第５３代幹事を仰せ
つかりました。会長の岸野さんと私は入会当時、岸野さんが私のメ
ンターという立場から関係が始まっております。そのメンターである
岸野会長から幹事に任命されたことはとても光栄ですと同時に若
輩者の私に幹事という大役は役不足ということも感じています。力
不足ではございますが精一杯頑張りますので皆様よろしくお願いい
たします。岸野会長のクラブに対する合言葉は「活動しよう！八幡
西ロータリークラブ」です。活動目標の中に会員増強という項目が
あります。この項目は八幡西ロータリークラブだけではなく全ての
ロータリークラブの課題です。先日行われた地区協議会でも会員
増強についてのお話がありました。「増強」とは「増」と「強」に分け
て考えるそうです。「増」とは文字どおり会員数を増やすこと「強」と
は退会者を減らすこと、すると会員数は増えるそれが「増強」という
お話でした。前年度全世界でロータリアンの退会者数が過去最高
でした。会員増強の上で「強」の強化が今求められています。どうす
れば「強」の強化ができるのか１年間向き合います。今までの会員
の純増は６年間で入会１３名、退会１０名で純増３名です。幹事とし
ての新しい取り組みとして,入会暦の浅い会員に対しての勉強会を
行い、また、幹事の時間を使って理事会での決定事項を例会で発
表したいと思います。最後に長年勤務して頂いた事務局が交代し
ます。元来事務局は幹事の仕事を補佐してくれると、多くの諸先輩
から教えていただきました。今期最大の役割として事務局の交代を
しっかりサポートしていけるよう努力します。ただただ不安しかあり
ませんが八幡西ロータリークラブのしっかりした歯車になれるよう
楽しんで一年頑張りますので皆さんよろしくお願い致します。

昭和９年７月５日生

本日は誕生祝いを頂き有難うございました。本日８５才になりまし
た。先輩に誘われ入会しました。今年で４４年になります。先般、４０
年間皆勤表彰を頂きました。これも、両親、家族その他、皆様からの
お励ましのお蔭と感謝いたします。入会当初、先輩よりロータリアン
としての第一の心得として、四つのテスト、真実かどうか、皆に公平
か、好意と友情を深めるか、皆の為になるかどうか。これを理解し、
日々実行することと教えられました。以後、ロータリアンとしての第一
の精神は、四つのテストにありと考えています。これまでのロータリ
アンとしての自分を振り返ってみた時、まだまだ未熟な自分があるこ
とを恥ずかしく思っています。これからも四つのテストを胸に、残りの
人生を全うしようと考えています。
ありがとうございました。

富田稔君

昭和３４年７月３日生

本日は、お祝いをして頂きありがとうございます。７月３日で、６０才
還暦になりました。当日は、孫を含めて家族からお祝いをして頂き、
非常に嬉しかったです。３年前に母が急に亡くなり、私はまだ亡く
なったとは思っていないので、写真に向かって毎日、お話をしていま
す。父や弟、家内が、母が夢に出てると話しています。私には一度も
夢に出てこない。それは私が亡くなったということを認めていないか
らだと思いますが、誕生日の日に、母が夢に出てきまして、楽しく話
しをさせて頂きました。それが一番のプレゼントでした。母の為にも、
まだまだ生きて父の為にも、精一杯頑張っていきます。ありがとうご
ざいました。

赤田隆一君

幹事 三島靖男君

委員長 藤村克成

今期の誕生日祝いは、千草ホテルのパテスリー「ミル・エルブ」で
２,０００円までのお菓子を、自分の好きなタイミングで購入されて下
さい。

昭和３８年７月５日生

今日が誕生日で５６才になりました。元気に走ってはいますけど、
おととしの夏前に野球の練習で膝を痛めてからは、何かが狂ってし
まい、いつもどこかが痛いとなっています。いつも欲求不満が溜まっ
てのジョギングが続いていますが、このままでは終わりません。来年
は無理だけど、再来年の別大マラソンを目標に復活したいと考えて
います。頑張ります。ありがとうございました。

井口昭彦君

昭和３４年７月５日生

今日が誕生日で、私と赤田さん、伊豆先生の３人が誕生日です。
６０才還暦になりました。家の倉庫の段ボールをあさっていたら、２８
年前の結婚式と新婚旅行のビデオが出てきました。怖い物見たさで
見ました。見なければよかったと思いました。会場監督を本日からさ
せて頂きます。ありがとうございました。

【ニコニコボックス】
・今年一年よろしくお願いします。

岸野、三島の諸君

・岸野会長をはじめ各役員のご検討を祈ります
吉田総次郎、伊豆、藤本、梛野、岩崎、藤村、河島
吉田浩二、正木、安東、稲冨、是此田、太田吉彦、江﨑
髙嶋、谷、井上、溝上、中村、川越、永吉、貞方、緒方
村山、江戸、柿本、浜崎、舟木和博の諸君
・新事務局員、岡田さんを歓迎して
・誕生自祝
・早退お詫び

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL

有松君

伊豆、井口、赤田、富田の諸君
金久保君

http://www.rc-yahata-west.com

