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ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984
例会日：毎週金曜日 12:30～13:30

次回例会のお知らせ ９月20日 (金)
本日の例会

１．ロータリーソング
“ 四つのテスト"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生
川越和宣君 Ｓ52年9月10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 “I・D・Mの報告“
各記録担当報告

９月６日(金)

出席報告

例会食事カロリー

１,９２０Kcal

会員数
５３名
・当日の出席者
４５名
・ゲ ス ト数席者
４２名
・ビジター数
1１名
・会員出席率
９２.００％
・８月２日の修正出席率(仮)
８４.００％
・ゲスト：第３Gガバナー補佐 神田 徹君
八児 賢一君（飯塚RC）

会長の時間

会

長

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」

「第３G ガバナー公式訪問 記念高話」
国際ロータリー第２７００地区 ガバナー 灘谷 和德君

２０１９年９月１３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

第5条 第2節 会費
会費は、年額２３万円より、２６万円に変更した。
（先の総会で決定） 一同承認。
以上を8月度定例理事会において審議され、
承認されました。
会員の皆様はこの案件についてご意見がありましたら
幹事の三島までお申し出ください。

幹事報告

三島 靖男

１）ロータリーレート変更のお知らせ。
９月１日より、１ドル、１０６円に変更。（従来、１０８円）
２）例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ
① ９月２５日（水）１８：３０～
②１０月２日（水）の例会は
②１９月３０日（月）１２：３０～
③１０月３０日（水）は休会
★八幡南ＲＣ
③１９月２６日（木）１８：３０～
★門司西ＲＣ
③１９月２６日（木）１８：３０～
★戸畑ＲＣ
①１９月２６日（木）の例会は
①１９月３０日（月）１８：３０～
②１０月３３日（木）の例会は
②１０月３４日（金）１８：３０～

割烹 ふじむら
旧、古河鉱業 若松ビル

大谷会館
門司倶楽部

西日本工業倶楽部
戸畑祇園会館

誕生日おめでとうございます

岸野 玲

<八幡西ＲＣ「細則」下記の一部変更について>
第2条 理事会の項
① 本クラブの理事は、会長・直前会長・副会長・クラブ奉仕
常任委員長・プログラム委員長・親睦委員長・職業常任委員
長・社会奉仕常任委員長・国際奉仕常任委員長・青少年奉
仕常任委員長・会計・会場監督・幹事・会長経験者（無任所
1名）会員増強委員長を追加することに変更する件。
「当クラブの会員数的に理事の増加は厳しいのでは、また、
今後は会長経験者にも委員長になってもらう必要が出てくる
のではとのことで、上記提案。これに対し、会長経験者が理
事に必要ではとの経緯が過去にあったはずなので、削除し
ないほうがよいのではとの意見あり。稲冨理事より、地区の
方針として財団と会員増強が中心となっているので、理事に
会員増強委員長を入れてはどうかと提案した旨の説明あり」
１４名の理事を１５名にすることで一同承認。

幹 事

舟木 和博君 昭和４３年９月１４日生
誕生日を祝っていただいてありがとうございます。
５１歳になりましたが、自分の精神年齢的なものと
実際肉体的なものとのギャップが出始めている気
がしてアンバランスな感じがしている。今年は少し
教養を高めるということと、友達を選ぶということに気を付けようかな
と思っています。今年もおつきあいいただけるとうれしいです。
今日はどうもありがとうございました。

【お知らせとお願い】
灘谷和德ガバナー 公式訪問日
２０１９年９月２０日（金）
・会長・幹事との懇談会 １１時００分 ～ １２時００分
・例
会
１２時３０分 ～ １３時３０分
※ 止む無く当日ご欠席の方は必ず幹事までお知らせ下さい

八幡西ロータリークラブ
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「ガバナー補佐訪問記念高話」
国際ロータリー２７００地区
第３グループガバナー補佐
神田 徹君（飯塚RC）

ないとか、もしいい考えがあれば教えて頂きたいと思います。
そして新しいものを取り入れたときに何か変だなということが
ありましたら、深く考えて頂きたいと思います。各クラブによっ
て単純に比較ができないほどバラバラな活動をしています。
比較出来ない多様性の中から色々なアイデア、発想といった
ものが生まれてくると考えています。違いを発揮して、楽しい
クラブづくりに励んで頂きたいと思います。

飯塚RCで、マイロータリーの登録に関して色んな問題が
委員会報告
発生しました。その問題は、飯塚ロータリーでマイロータリー
会報・雑誌・広報委員会
委員長 福田 学君
の登録が進んでいないことで、登録率は１０％前後くらいで
す。それでどうしたら皆さんに登録して頂けるかということで、
ロータリーの友の紹介をさせて頂きます。ALOHA ROTARY
会長、幹事、副会長にお願いをしていましたが、中々皆さん
ということで、2020年の国際大会がハワイのホノルルで行わ
に登録を勧めにくいということでありました。どうも年齢に
れます。あとひとつ、侃侃諤諤というチラシが入ってますが、
よって若い方はすぐインターネットに馴染めるが年配の方は、
今回のテーマは「例会の席は固定派？それともシャッフル
中々馴染めない。それともう一つはネット中心の情報取得と
派」となっています。こちらの投稿もお願い致します。そして
いったものがロータリーの中で蔓延してくると、若い方は情
ロータリーの友に載ったらまた楽しいので是非ご協力お願い
報を取れるけれども、インターネットに馴染めない年配の方
致します。
が情報を取得できない。そうすると、新人の若い方の方が
ロータリーに詳しくなって、年配の方は若い方から教えても
ゴルフ同好会 優勝スピーチ 三島 靖男君
らうという逆転現象が発生するのではないか。一番心配す
皆さんこんにちは、総取りの三島です。当日は午前中雨が
るところは、やはり世代間の溝ができてしまうのではないか
降っていて、ハーフは土砂降りの中気力と体力をいっぱい奪
という危惧がありました。私自身今年、先月で７０歳になりま
われました。大林会長と、岸野会長と楽しく回らせて頂きまし
したが、インターネット自体は普通に使っていますので、全く
た。表彰式は所用で出られませんでしたが、祝福という野次
そういったことに気がつきませんでした。この事で世代間の
のメールが、かなり入っていました。総取り逃げしたのだから
溝ができるのであればマイロータリーの登録の推進というこ
半分寄付を、ということですが、総取りしたのは人生初なので
とも、よほど考えていかなければならない。そこで、今期の
今回許して頂けたらと思います。まだまだゴルフ会続きます
灘谷ガバナーのテーマでありますが「不易流行」、不易は絶
が、もう1回くらい優勝したいと思って練習しますので皆さんよ
対に変えてはならないもの、失くしてはならないもの、維持し
ろしくお願いします。ありがとうございました。
ていかなければならないものといったことと、流行は新しい
ものを取り入れるということで、そういう観点から考えますと
新会員紹介
会員相互の、特に世代間の絆、ベテラン会員と新人会員の
絆を維持していく、どういった職業であっても年齢であっても、 八尋 生義(やひろ たかよし)君 昭和31年6月7日生
職業分類 不動産管理
皆さんがこのロータリーの会員であるということで、その中で
事業所名 ㈱プレステージ レジデンス
いろんな話をしながら例会と会員生活を楽しんでいく、という
役
職 代表取締役
ことがおそらく絶対に失くしてはならないもの、不易ではない
所
在
地 北九州市八幡西区筒井町6-3
だろうかと思います。そしてインターネットによるマイロータ
電話番号
093-642-8269
リーへの登録、情報の伝達、これが流行ではないかと思い
趣
味
旅行
ます。しかしながら流行が不易を駆逐することがあってはな
中山 祥太郎（なかやま しょうたろう）君 昭和59年１月30日生
らない、そうなることを予測していませんでした。実際にそう
職業分類 非破壊検査
いう雰囲気が飯塚クラブの中では見受けられるので心配し
事業所名 東亜非破壊検査㈱
ています。皆様方のロータリークラブでもマイロータリーの登
役
職 代表取締役社長
録推進については慎重に考えながら進めて頂きたいと思い
所 在 地 北九州市八幡東区山王1-13-15
ます。
電話番号 093-661-0017
今回ガバナー補佐になってマイロータリーの推進という使
趣
味 ランニング、筋トレ
命を受け、若い頃の自分を忘れ、何も考えずに推進をして
いましたが、同じ飯塚RCの中からそういった話があり、これ
神田徹第３Ｇ ガバナー補佐 クラブ協議会 開催
は大事な問題だと思いました。不易流行がお互いに干渉し
あわずに不易は不易として残っていき、流行は新しく取り入
れても不易に何の影響もあたえなければ、新しいものを取り
【ニコニコボックス】
込んでいくことが発展とか成長の非常に大事なものの考え
・本日の協議会、宜しくお願いします。
方だと思います。しかし流行が不易を駆逐することがあって
第３Gガバナー補佐 神田 徹君
は元も子もない。昔はよかったね、という言葉をよく聞きます
が、最近非常に便利になったけれど、昔はよかったね、それ
・本日はよろしくお願いします。
飯塚RC 八児 賢一君
は捨ててはならないものを捨て去った、新しいものを取り込
・２７００地区第３グループガバナー補佐神田徹君を歓迎して。
んだがために、気が付かずに捨て去ってしまった、あるいは
がんばれ野球部。
忘れ去ってしまった、ということが多分にあったのではない
伊豆、岸野、八尋、波多野、藤村、藤本、井口、吉田浩二
かと思います。その捨て去ったものの中に、良いものが沢山
溝上、是此田、浜崎、柿本、永吉、三島、正木、小嶋、江戸
あって昔はよかったね、という表現になったと思います。この
安東、中村、岩崎、江崎、稲富、谷、村山、貞方の諸君
不易流行を推進していく中で、流行は積極的に取り込んで
いくけれども絶対に不易を傷つけてはならない、失ってはな
・がんばれ野球部。I・D・M A班お世話になりました。 佐藤君
らない、そういう思いでガバナー補佐の役割に臨んでいると
・大林先生、先日はありがとうございました。
金久保君
ころです。協議会の時に、マイロータリーを推進する委員会
の方にどういう風なことを考えているのか、どういった感触を
・誕生自祝
舟木君
持っているのか、これ以上は言えないとかこれ以上は勧め
られ
八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL http://www.rc-yahata-west.com

