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例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

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」

次回例会のお知らせ ７月２６日 (金) 「御大典一即位礼正殿の儀 大嘗祭」 波多野正信君

八幡西ロータリークラブ

《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

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．祝誕生 佐藤進君郎君 Ｓ24年7月18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．クラブフォーラム (自由ヶ丘高等学校

ＩＡＣの活動について)
自由ヶ丘高校 Ｉ・Ａ・Ｃ顧問教師 菖蒲淳様

〃 インターアクター

出席報告 例会食事カロリー １,１５０Kcal

会員数 ５１名
・当日の出席者 ３９名
・ゲ ス ト数 1 名
・ビジター数 1 名
・会員出席率 ８１.２５％
・６月２８日の修正出席率 ９６.００％

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０１９年７月１９日(金)

前例会の記録 ７月１２日(金)

会長の時間 会 長 岸野 玲
本日で２回目の会長の時間です。「はやぶさ２」の話

しをします。小惑星「りゅうぐう」での２度目の砂や石の
回収の任務が完了しました。２億４千万キロ離れた所
でこういった作業が出来る技術はとてもすごい事です。
こういった夢のある話がたくさんあると、世の中もっと
明るくなると思います。

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ
①７月２４日（水）１９：００～ 魚庵 千畳敷
②８月 ７日（水）の例会は、

３日（土）ホテルクラウンパレス小倉
③８月１４日（水）は休会
★若松ＲＣ
①７月２２日（月）の例会は、

２４日（水）１９：００～ 魚庵 千畳敷
②７月２９日（月）は休会
③８月１９日（月）１８：３０～ 食○
★直方中央ＲＣ
①７月２９日（月）は休会
★八幡南ＲＣ
①８月２１日（木）１８：３０～

ホテルクラウンパレス北九州
②８月１５日（木）は休会
★小倉ＲＣ
①８月１６日（金）は休会
②８月２３日（金）１８：３０～ リーガロイヤルホテル小倉
③９月１３日（金）１８：００～

アートホテル小倉ニュータガワ

佐藤敏進君 ３２年
岸野敏玲君 ２１年
坂本敏弘君 ２９年
太田吉君彦 ２２年
三島靖男君 ２６年
梛野晴司君 ２３年

６月度 １００％出席皆勤表彰者

【ニコニコボックス】

・本日のクラブアッセンブリー、各委員長よろしくお願い
致します。
伊豆、岸野、岩崎、三島、藤本、藤村、是此田、有松
安東、波多野、松尾、赤田、坂本、稲冨、貞方、浜崎
大林、谷、江戸、中村、河島の諸君
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クラブアッセンブリー
(今年度、各委員会 活動方針発表)
クラブ奉仕常任委員長 高嶋雅君

クラブ奉仕常任委員会 委員長 髙嶋雅樹君
各委員会の活動計画を発表して頂きます。
今年一年どうぞよろしくお願いします。

出席委員会 副委員長 中村克己君
１００％出席皆勤者表彰の件ですが、２０１９年規定審議会、クラ

ブと地区に関する重要な変更、出席、メイキャップについて
ですが、ロータリアンは欠席した例会のメイキャップを、同じ
年度内に行うことが出来ます。
IDMで話し合った結果では２７００地区でクラブ賞を取る為に
も出席率を上げる手段になるのではないかと、出席委員会
で検討を重ねた上で理事会に上程するかもしれませんので
よろしくお願いします。

会報・雑誌・広報委員会 委員長 福田学君
昨年とほとんど同じですが、週報の写真提供をお願いして

いましたが、早速、伊豆先生から写真提供があり、皿倉山か
らの風景を週報に掲載しています。何枚も頂いていますので、
変えていきたいと考えています。ロータリーの友に今年も、
一つでも記事や写真が掲載されればと思います。ＨＰは、赤
田さんがずっと支えて頂いていす。ＨＰが毎月３５００回見ら
れていました。誰が見ているのだろと赤田さんと話していま
す。今年、最大のミステリーとして探っていきます。

親睦・健康管理委員会 委員長 藤村克成君
会長のご指名でございますので、最後まで委員の皆さんと

共に頑張っていきますので、ご協力をよろしくお願いします。

会員増強・職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会
副委員長 梛野晴司君

会長の目標であります、今期末までに会員数を５８名にす
るべく、現会員が増強できるよう行動して頂きます。ご協力を
よろしくお願いいたします

プログラム委員会 副委員長 赤田隆一君
各委員会が生み出す新たな活動等、会員がその意義を共

有、共感できるよう例会を活用し議論する。
また、内外で活用する多彩な人々を招き、新鮮な情報や優

れた才能に触れる機会を提供する、といったプログラム立案
に「挑戦します」ので皆さんから情報を頂けたらありがたいと
思っておりますのでよろしくお願いします。

職業奉仕常任委員会 委員長 安東秀夫君
内容は、例年通りですが、１０月２５日の職場訪問は浜崎

先生のご尽力により、北九州市立 八幡病院にしたいと思っ
ています。１月の職場訪問は確定はしていません、どこか良
い所がありましたら、ご紹介をお願い致します。８月３０日は
地区の職業奉仕委員である神尾さんが「職業奉仕」につい
て卓話を致します。

社会奉仕常任委員会 及び
史跡保存・地域活性化委員会 委員長 稲冨靖彦君
子供商店街を主催している地域の団体とコラボして協力出

来ればと考えています。また、黒崎宿西構口跡の碑が、道
路工事等で旧黒崎小学校に一時避難していましたが、ふれ
あい通りの整備が終わり、立派な石碑と看板が立っていま
す。八幡西ＲＣの業績ですので近くを通る際は、是非とも見
てください。

国際奉仕常任委員会 及び
米山記念奨学・ロータリー財団委員会

委員長 大林清幸君
国際奉仕につきましては、社会奉仕常任委員会と共にやっ

ていきます。ロータリー財団につきましては、岩崎さんに引き
続きまして目の前の募金箱にポリオ撲滅の寄付金をお願い
いたします。米山奨学金につきましては、皆さんご協力をお
願いします。

青少年常任委員会 及び
インターアクト・青少年教育委員会

委員長 正木文久君
自由ヶ丘高校のインターアクトグラブの例会の日が、毎月

ではなく有る時は、金曜日の１７：１０と決まっています。第１
回目が７月５日に行われました。インターアクト委員のメン
バーはもとより会員の皆さんも是非、インターアクトクラブの
例会に参加をして、助言をして頂ければと思います。メイク
アップになりますので、よろしくお願いします。顧問教師は３
名いまして７月６日に地区研修会が福岡で行われました。活
動を充実させてくれればと思います。７月１９日に先生と生徒
３名が昼の例会に参加して、活動報告を行いますので激励
して頂けたらと思います。

会場監督 委員長 佐藤進君
今回の会場監督のメンバーは、経験者が一人も居ない、

弱体の委員会です。早速先週、私自身が進行を２回も失敗
しました。なぜ間違えたかというと、音楽を流す担当を梛野さ
んが行ってくれましたが、大変緊張していまして、始まる前か
ら１０回位リハーサルをしていました。その緊張感が私にも
伝わり、梛野さんの心配をしていましたが、私が失敗してし
まいました。また、先週は３曲も流す為に、機械を切り替えて
いかないといけなくて、難しく、私が出来る訳でもなく、本日
は１曲でしたので、これは簡単なんです。進行表を置く台も
赤田さんが教えて頂けるわけでもなく、低過ぎまして字が見
えなかったのです。今日は、ばっちりでした。会場監督として
私語や雑談をされる方は、私の方でも大体、把握しています。
血液型で席を指定しての配置も考えていきます。よろしくお
願いします。

委員会報告
雑誌・会報・広報委員会 委員長 福田学

７月５日の週報で、富田さんの富の字が冨の字になってい
ました。点が有りませんでしたので、皆さん点をつけて頂けれ
ばと思います。申し訳ございません、訂正をお願いします。

同好会報告
ゴルフ同好会 同好会幹事 松尾和典

今期第１回ゴルフコンペを行います。９月１日(日)若松ゴル
フ倶楽部です。正式な案内状は後日出します。予定を開けて
おいて下さい。

野球同好会 マネージャー 赤田隆一
９月８日、甲子園にて試合があります。選手の頭数は何とか

揃いました。また応援の方まで含めますと３０名近い人数に
なっています。
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