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次回例会のお知らせ ７月１２日 (金)

本日の例会

出席報告

例会食事カロリー
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長

幹 事

①７月１６日（火）と８月１３日（火）は休会
②８月 ６日（火）の例会は、３日（土）１６：００～ 仲宿八幡宮
③８月２０日（火）１８：３０～ 場所未定
④８月２７日（火）の例会は、２６日（月）１２：３０～ 大谷会館

★門司西ＲＣ
①７月１８日（木）１８：３０～ 場所未定

★戸畑東ＲＣ
①７月２９日（月）１８：３０～ 西日本工業倶楽部

★小倉東ＲＣ
①７月３１日（水）と８月１４日（水）は休会

委員会報告
次年度インターアクト委員会 委員長 正木文久
インターアクトクラブが７月５日（金）17：10より自由ヶ丘高校で開催
されます。委員会メンバーはもちろんの事、他のメンバーもぜひご出
席くださいますようお願いいたします。

是此田穣君の挨拶
叙勲という思いもかけない事に、非常に嬉
しく、また受けるにあたって、皆さんから大
変な友情を頂き、感激しております。有松
君には６月号の冊子にも投稿して頂き、涙
が出ました。皆さんの友情を全身に浴びて
感激しております。これからも皆さんとロータリーライフを楽し
みたいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。

退会の挨拶

岩崎 員久

皆さん、こんにちは。昨年から１年間会長をやってきま
したけれども、今日何とか無事に終わりそうです。
後ほど離任のあいさつをしますので、お話しは後ほど
という事で。１年間ありがとうございました。

幹事報告

報告：各委員長

２）例会臨時変更のお知らせ
★八幡ＲＣ

１．君が代斉唱
２．ロータリーソング
“ 手に手つないで"
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．祝誕生
冨田稔君郎君 Ｓ34年7月3日
５．祝誕生
伊豆統一郎君 Ｓ49年7月5日
５．祝誕生
井口昭彦君君 Ｓ34年7月5日
５．祝誕生
赤田隆一君君 Ｓ38年7月5日
６．会長の時間
７．各委員会報告
８．ニコニコボックスの報告
９．幹事報告
１０．卓
話
「会長・幹事就任の挨拶」
２０１９～２０２０年度 会長 岸野靖玲君
２０１９～２０２０年度 幹事 三島靖男君

６月２８日(金)

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」

“クラブアッセンブリー”
(２０１９～２０２０年度 各委員会活動方針)

２０１９年７月５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

有松 稔晃

１）本日、１８時３０分より千草ホテル「桐の間」に
於いて新・旧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。

大坪隆君

私事で非常に申し訳ございませんが、今
日を持って退会させて頂く事になりました。
振り返ってみますと、丸7年在籍させて頂き
来期から８年目を迎えるはずだったのです
が、退会せざる事情があり、非常に残念で
す。７年間かわいがって頂いてお世話になりました。ありがとう
ございました。

小嶋一碩君
中山一徳氏に代わりまして、退会のお詫びを申し上げます。
私が推薦を致しまして長い間、在籍をしていましたが、最近お
会いしてない方が多いと思います。彼に退会の話しを致しまし
て、彼の息子さんが社長で、まだ若いのですが、代わりに入
会の声掛けを致しました。入会予定でございます。ご承認はま
だですが、お二人になり代わりまして、お詫びとお願いというこ
とで、よろしくお願いします。長い間お世話になりました。

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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卓話「会長・幹事離任の挨拶」

会長 岩崎員久君

さて、長いようであっという間の一年間でした。昨年、幹事
就任の７月はワールドカップロシア大会の真っ最中でした。
その後、広島、岡山県などを中心に西日本豪雨災害が起
き、西クラブとして義援金を集めたことも記憶にあります。何
れにしても暑くて台風が多く来襲した夏であり、９月の関空が
冠水して孤立した台風や、北海道地震等天変地異が頻発し
たことも記憶にあると思います。また、会員の演奏で秋の夜
長を楽しんだ観月会、家族と一緒に楽しんだ恒例の忘年家
族会も思い出深いですが、是此田先生の叙勲祝賀例会とワ
イン例会も忘れられない夜間例会になりました。特に是此田
先生の叙勲祝賀例会はロータリーの友にも取り上げられ
て、当クラブにとって面目躍如との評価を受けたのではない
かと思っています。また任期中に改元という国家的な大きな
変化を体験したことで、就任挨拶は平成、離任挨拶は令和
と、思い出深い体験をさせていただきました。岩崎会長の
元、『元気になろう!! 八幡西ロータリークラブ』を合言葉に活
動した。元気を健康と読み替えて、一年健康に留意して来た
つもりですが、体重、尿酸値が高く、人知れず、痛む左足を
ひきづる日々もございました。
その中で、今年度の指針が5項目ございました。
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．ロータリー財団補助金を活用してのプログラム実
行における公共イメージの向上
３．会員増強(今年度５５名を目標に、５年間で６０名
体制に増強する)
４．青少年奉仕部門の充実(将来のロータリアンを育
成するための器づくり)
５．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
上記目標の達成に努力いたしましたが、執行に対して、もし
不十分な点がございましたら、それは幹事の責任であり、会
費値上げの件と合わせて、十分な説明とご理解が得られる
ようにもう少し努力すべきだったと反省しております。
最後に、会の運営に関して、諸先輩の方々から、有意義な
助言をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。また
色々と相談に乗っていただいた方々に感謝いたします。幹
事として甚だ力不足で、どこまで尽力できたかどうかは不安
ですが、幹事を経験しないと見えない風景がございました。
今後も一会員として、八幡西ロータリークラブの伝統を受け
継いでいきたいと思っています。

八幡西ロータリークラブ第５２代会長を仰せつかり一年が終
わろうとしています。思い起こせばいろいろな事があった一年
間でした。昨年７月「元気になろう！ 八幡西ロータリークラ
ブ」のメッセージを掲げスタートして以来、各委員会の皆様に
はそれぞれの活動計画に基づいて活動していただいた事に
厚く感謝申し上げます。今期全４６回の例会中一番の思い出
は１月１１日に開催された是此田穣君の双光瑞宝章受勲記
念式典でした。この記念式典は是此田先生ご夫妻にとても喜
んでいただき、また「ロータリーの友」２０１９年６月号にも掲載
していただきました。皆様も記憶に残るなか、改めて感慨深
い思い出になったのではないかと思います。また岡野正敏ガ
バナー公式訪問、それに伴う中塚睦彦ガバナー補佐訪問に
よる公式行事、第３グループインターシティミーティング、地区
大会と地区の大きな公式行事、親睦委員会による観月会、
忘年家族会、観桜会と続いた楽しい例会、職業奉仕委員会
による２回の職場訪問、特に当クラブ会員廣田豊君の職場
「不動産のデパート ひろた」の訪問、またいろいろな専門知
識をお持ちの方の外部卓話など充実した内容の多い一年
だったと思います。やはりこの一年で一番苦労されたのは太
田吉彦君だと思います。髙橋良知君のピンチヒッターとしてプ
ログラム委員長に就任して例会に穴を空ける事無く任務を全
うされた事に感謝いたします。ただ良い事ばかりではありま
せんでした。来たる１０月の消費税増税、事務局村上さんの
後任問題等により来期より会費値上げという問題にも直面し
数か月にわたり協議した結果、やむなく会費値上げに踏み切
る事となり胃の痛む思いも経験しました。 また私自身地区に
在籍している期間が長いせいかどうしてもＲＩや地区の方針を
皆さんに強要する事が多く、皆さんを困惑させることが多々
あった事と反省しております。いよいよ来週からは岸野玲新
会長のもと新しいクラブ運営が始まります。また大林清幸会
員を中心とする国際奉仕活動も本格的に稼働する事と思い
ます。岸野新会長にバトンタッチして新たなクラブ運営に期待
します。次年度はクラブの重責は降りますが、相変わらず地
区役員として留任いたします。引き続き皆様にご迷惑をおか
けする事が多々ある事と思いますがよろしくお願い申し上げ
ます。この一年例会を一回も休むことなく会長職を勤められ
【ニコニコボックス】
たのも、すべて有松稔晃幹事のおかげだと感謝申し上げます。
時に暴走しそうになる私を常にサポートしていただき、修正を ・１年間大変お世話になりました。またご迷惑をおかけしま
した。無事入港する事ができました。皆さん、船酔いしま
図りクラブを脱線させる事無くご尽力いただきました。とても
配慮の行き届く素晴らしい幹事でした。有松稔晃幹事、本当
せんでしたか？
岩崎君
にご苦労様でした。そして有難うございました。厚く御礼申し
・幹事として１年間お世話になりました。
上げます。そして八幡西ロータリークラブの皆様、一年間本
今後とも宜しくお願いします。
有松君
当に有難うございました。

幹事 有松稔晃君
本日をもって、幹事を離任いたします。まずは各委員会の
委員長をはじめとする会員お一人お一人にご指導、ご協力
を頂きまして、心より感謝いたします。また、事務局の村上さ
んには一方ならぬご指導、ご援助を頂きまして、改めて御礼
申し上げます。また、仕事柄土曜日曜の出務がままならず、
幹事としてご迷惑をおかけしましたが、岩崎会長のご理解と
三島副幹事に助けられまして、ありがとうございました。

・岩崎、有松丸、各委員長の皆様、お世話になりました。
ありがとうございます。
伊豆、赤田、永吉、藤本、松尾、江戸、是此田、富田
藤村、緒方、波多野、中村、吉田総次郎、吉田浩二
浜崎、正木、柿本、佐藤、村山、井口、小嶋、山口
安東、谷、大林、岸野、福田、江﨑、髙嶋の諸君
・佐藤さん、委員会報告、大変ご迷惑おかけしました。
稲富君
・６月２４日付で執行役員に就任し、引き続き１年間は転
勤しませんので、引き続きよろしくお願いします。 河島君

・早退お詫び

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

金久保君

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

