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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」

例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
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 １月１７日

「年男新春放談」 №１

岸野 玲・松尾和典の諸君

会長として約半年が過ぎました。今年は令和元年
ですが災害に始まり大嘗祭とバタバタとしてあっとい
う間に１年が過ぎたと思います。来年は、令和２年あ
と半年ですがゆっくり低飛行で行きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

幹事報告

幹 事

三島 靖男

１）本日例会終了後「12月度臨時理事会」を開催致します。

本日の例会

尚、1月３日（金）休会のため、「1月度定例理事会」は
１月１０日（金）例会後に開催致します。

２０２０年１月１０日(金)

１．君が代斉唱
２. ロータリーソング “奉仕の理想”
３. 来客紹介
４．出席状況の報告
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．卓
話
「令和を寿ぐオペラ リサイタル」
テノール ト 森岡 謙一 様
ソプラノ
宮崎 希世子様
ピアノ
黒﨑 愛 様

前例会の記録

１２月２０日(金)

出席報告

例会食事カロリー

会員数
５２名
・当日の出席者
・ゲ ス ト数席者
・ビジター数
・会員出席率
・１２月６日の修正出席率

会長の時間

１,１７７Kcal

２）福岡東南ロータリークラブ創立５０周年記念講演会
櫻井よしこ氏に依る講演会：
演題「激動する世界と日本の進路」
参加条件、ロータリー会員と家族（小学生以上）
社員及び友人、知人です。（申込締切りは１月２６日迄）
３）例会臨時変更のお知らせ
★小倉中央ＲＣ
①１月６６日（月）は休会
②１月２０日（月）１９：００～ アートクレフクラブ

＜2019～2020年度 臨時理事会＞
開催日 2019年１２月２０日
＜議 題＞
１）梛野晴司会員、１２月２０日を以て退会願について。
＜上記、承認＞

＜退会の挨拶＞
４２名
４ ４名
名
８０.７７％
８２.３５％

会 長

岸野 玲

皆さんこんにちは、岩崎会員に委嘱状が来ておりま
すのでお渡ししたいと思います。委嘱状２０２０～２１年
度国際ロータリー第２７００地区組織のロータリー財団
委員会委員長の委嘱を致します。本当に岩崎さんに
は頭が下がります。今回で１１年目本当に素晴らしい
と思います。

梛野 晴司君

皆さん今日は、暮れの押し迫った忙
しい中にこの様な報告をすることに
なり誠に申し訳ございません。本日
をもちまして、諸般の事情により八
幡西ロータリークラブを退会させて
頂く事となりました。思えば３年半短
い月日ではございましたが、皆様には温かく接して頂き
色々な情報を頂き、色々な事を勉強させて頂き本当に
感謝しております。また、どこかでお会いするようなこと
がございましたら笑顔でお声をお掛け頂きたいと思い
ます。最後ではございますが八幡西ロータリークラブ皆
様の益々のご発展お祈りして私の挨拶と代えさせて頂
きます。本日はどうもありがとうございました。

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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＜クラブアッセンブリー開催＞
各委員会、上半期実績報告及び下半期への展望
クラブ奉仕委員会
委員長
高嶋 雅樹
本日は、上半期の各委員会活動報告を宜しくお願い致しま
す。クラブ奉仕委員会ですが、年に３～４回ＩＤＭを行うと
なっています。上期２回行いました。
出席委員会
委員長
櫻井 久紀
目標は、出席率の向上、９０％以上の出席率が目標ですが
残念ながら９０％をかなり下回る状況です。特に無断欠席
はなくしましょう。下半期は出来るだけ日程調整をして頂き
出席をお願いいたします。
会報・雑誌・広報委員会 委員長
福田 学
上半期活動報告は、毎週週報を作って皆さんご覧頂いてい
ます。毎週実績報告をさせて頂いていると思っています。下
半期は、１名ロータリーの友に投稿出来る活動をしていき
たいと思っています。
親睦委員会
委員長
藤村 克成
上半期の活動は会員にとって魅力的で充実したクラブ作り
を活動目的の第一に挙げています。会員の親睦を一層図
る目的で観月会を９月２７日、忘年家族会を１２月１２日に
開催させて戴きました。下半期は、４月に観桜会を開催す
る予定です。新会員の歓迎会を夜間例会で計画しており、
健康管理は３月１３日に健康卓話を予定しています。
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
活動計画として今期末の会員数を５８名にする。現会員が
増強委員として行動して頂けるように情報発信を行う。クラ
ブフォーラムを活用し、拡大の理解を深める。例会、ＩＤＭ、
ゴルフ会等にゲストを迎え入会の促進を推進する。会員増
強をメインとして活動を行っています。６月以降に３名の新
会員が加わり、現在５２名に到達しています。まだ半年あり
ますので目標の５８名に近づけるよう頑張って行きます。
プログラム委員会
副委員長
赤田 隆一
今期の活動計画は岸野会長のクラブ方針「活動しよう！八
幡西ロータリークラブ」とバラエティに富んだプログラムを組
んで上半期は出来ました。下半期も同じようにプログラムを
組んでいきたいと思っていますが、外部卓話に関しては、
中々これはと言う関係の方が少なくなってきています。ぜひ
会員の皆様から紹介を宜しくお願い致します。
職業奉仕委員会
委員長
安東 秀夫
活動計画は、職場の理解と知識を深めるため年２回１０月
と１月に職場訪問をするとなっています。１０月２５日浜崎先
生のご尽力を頂き新しく出来た八幡病院を見学させて戴き
ました。１月の予定でありましたが２月２８日に次の予定とし
てニッスイパイオニア館に行く予定にしています。２番目に
ＩＤＭや他の機会を利用し職業奉仕をテーマにして考える会
を開く計画をしていましたが、地区委員会の神尾さんに８月
３０日にロータリーの職業奉仕入門と言うテーマでＩＤＭを開
催して頂き、本来のロータリーの職業奉仕について皆さん
に討論し発表して頂きました。
社会奉仕常任委員会 史跡保存
地域活性化委員会
委員長
稲冨 靖彦
活動計画は、九州障害者ゴルフ連盟へのサポターとしての
協力、５月３日久山カントリークラブで行われると思います。
北九州いのちの電話等各団体への支援として寄付金です
が４月の各団体の総会が終わった後に次年度分が来ると
思います。史跡保存・地域活性化は、地域への紹介などを
していきたいと思っています。

国際奉仕常任委員会 米山記念奨学
ロータリー財団委員会 委員長
大林 清幸
活動計画のロータリー財団は、年次基金、恒久基金、使徒
指定基金の寄付をお願い致します。毎年ポールハリスフェ
ローの１００万ドルの食事をあと１～２回行います。テーブル
に募金箱を置いています。ご協力をお願い致します。最後に
世界で良い事をしようと言う事でグローバル補助金を活用し
て進めていますが、相手がある事で中々進みません。今期
中に何かの形で皆さんに提案できると思っています。

青少年奉仕常任委員会 インターアクト
青少年教育委員会
委員長
正木 文久
上半期の活動計画は、自由ヶ丘高校インターアクトクラブの
活動をサポートするです。毎月１回開かれている例会に出席
して生徒たちの発表聞き話をしています。顧問教師と今季始
まる時に委員会メンバーと食事会を持つことが出来親しく、
話が出来るようになりました。例会に１人でも多くの方に出席
して頂きたい。生徒が色々活動を行っています。お知らせ致
しますので参加をお願い致します。下半期は、年次大会が今
回は４月２９日小倉高校で行われます。
会場監督
委員長 佐藤 進
５名の委員誰一人として会場監督の経験をしたことがいない
と言う事で大変不安な船出を致しました。例会を進行させる
ことが出来ました。席の指定を実施するとありましたが先週１
度実施しました。後１～２回行おうと思っています。

委員会報告
社会奉仕委員会

委員長

稲冨 靖彦

今日来場した時にお願いしていました様に、地区の方から台
風１９号及び首里城消失に対しまして災害支援金の要請が来
ています。先般の理事会で各件に付き会員１名１,０００円をお
願いする事になりました。各１件ずつ計２,０００円です。

誕生日おめでとうございます

太田吉彦君

昭和４０年１２月８日生

誕生日を祝って戴いて誠にありがとうございます。今年で５
４歳になりました。まだ四捨五入したら５０歳、来年誕生日
を迎え四捨五入すると６０歳還暦の方々の仲間になるのか
なと思っています。まだまだ四捨五入して５０歳と言う事は
若さを保って頑張って行かないと思っています。

神尾康生君

昭和４２年１２月１７日生

誕生日を祝って戴いてありがとうございます。５２歳になりま
した。ものすごく老けて見られるのが悩みです。僕の統計に
よるとだいたい５５～５９歳の方が同級生と認識することが
多く、５１歳ですと言うと肌をじっと見られ、視線が頭の所で
止まります。僕は頭を下げて視線を上げようとしたりします。
そんなことを気にしているのは本人だけと妻からは言われ
ます。５２歳になり実年齢が見た目年齢に１歳だけ近づくこ
とが出来ました。ありがとうございました。

【ニコニコボックス】
・クラブアッセンブリー実績報告各委員長宜しくお願いします。
伊豆、藤村、藤本、有松、岸野、正木、八尋、三島、稲冨、
安東、江戸、中村、谷、是此田、村山、赤田、江﨑、坂本、
河島、江藤の諸君
・誕生自祝
神尾、太田吉彦の諸君

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

