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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 １月２４日 「年男新春放談」 廣田 豊君
「新会員自己紹介」 八尋 生義君

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

出席報告 例会食事カロリー １,８９０Kcal

会員数 ５１名
・当日の出席者 ４１名
・ゲ ス ト数席者 ４ ３名
・ビジター数 名
・会員出席率 ９６.００％
・１２月１３日の修正出席率 ８２.００％
・ゲ ス ト： テノール 森岡健一様

ソプラノ 宮崎希世子様、ピアノ 黒崎愛様

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０２０年１月１７日(金)

前例会の記録 １月１０日(金)

１. ロータリーソング “奉仕の理想”
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．卓 話 「年男新春放談」

岸野 玲・松尾和典の諸君

会長の時間 会 長 岸野 玲

皆さん明けましておめでとうございます。今年も１年
どうぞ宜しくお願い致します。
早いもので会長になって半年が過ぎました。残り半
年皆さんに支えられて頑張って行きたいと思いますの
でどうぞ宜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「１月度定例理事会」を開催致します。
理事各位は宜しくお願い致します。

２）第２７００地区、２０１９～２０２０年度地区大会
開催のご案内（ホストクラブ：福岡平成ロータリークラブ）
① 親睦ゴルフ大会 ：４月１０日（金）

福岡カンツリー倶楽部 和白コース
② 大会（１日目） ：４月１１日（土）アクロス福岡
③ 大懇親会 ：４月１１日（土）ホテル日航福岡
④ 大会（２日目） ：４月１２日（日）アクロス福岡
（今回より、全員登録ですが確実に出席される方のみ
申し込み表にご記入下さい。今回より大会２日目の
昼食は有りませんので各自済ませて下さい）

３）ロータリーレート変更のお知らせ
１月1日より、１＄、１１０円に変更になります。
（従来、１０８円）

４）例会臨時変更のお知らせ・
★若松ＲＣ
①１月６６日（月）１９：００～ 料亭 金鍋
②１月２７日（月）１２：３０～

ミクニワールドスタジアム北九州
③２月１７日（月）１８：３０～ 場所未定
★若松中央ＲＣ
１月８日（水）の例会は
１月６日（月）１９：００～ 料亭 金鍋

★戸畑ＲＣ
１月２３日（木）１８：３０～ 西日本工業倶楽部
★八幡中央RC
２月１０日の例会は、１５日（土）１３：００～

パドドゥ・ル・コトブキ

委員会報告
インターアクト委員会 委員長 正木 文久
本日自由ケ丘高校で、１７時１０分から例会があります。今
日は会場がいつもと違います参加希望の方は連絡下さい。

プログラム委員会 委員長 小嶋 一碩
本日ボックスに、高橋秀、藤田桜の素敵なふたりと言うチラ
シが入っていると思います。是非皆さんにご紹介したいと思
いす。現在北九州美術館で展覧会が開催中で2月末まで開
催しています。先日見に行きましたら気持ちのいい展覧会で
是非機会があったらご覧戴きたいと思います。ヴェルディ作曲 オペラ「椿姫」より乾杯
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＜卓話＞ 「令和を寿ぐ：ソプラノリサイタル」

プログラム委員会 委員長 小嶋 一碩

今日のゲストを紹介させて戴きます。岸野会長から１月最
初のテーマが「令和を寿ぐ」と言うことで頂いていまして、
色々プログラム委員会で検討し、歌姫に美しい歌を披露し
て頂いてこの年のスタートにしたら良いのではないかと言う
ことでオペラ歌手をお迎えしました。まず、ソプラノ歌手の宮
崎希世子さんは活水女子短期大学声楽専攻科を卒業して
第４８回全日本学生音楽コンクール福岡大会大学・一般の
部にて１位になっています。その後さまざまな賞を受賞をさ
れていますが在学中「フィガロの結婚」にてバルバリーナ役
でオペラデビューされました。その後さまざまなオペラの主
役を務め今日に至っています。予算の都合で宮崎さんと、
ピアニストで来て頂きました黒崎愛さんお二人しか予算的
に難しく昔からの友人でございます森岡さんが友情出演ボ
ランティアで来ていただきました。彼は長年北九州のオペラ
界を引っ張って来られた重鎮の１人でドラマティックテナー
要するに非常に太いテナーで、全国的にも通用する貴重な
テナーでございます。今も現役で頑張っておられます。
それでは、宮崎さん、黒崎さん宜しくお願い致します。

【ニコニコボックス】

・I明けましておめでとうございます
伊豆、岩崎、坂本、浜崎、舟木和博、八尋、江藤、佐藤
藤村、柿本、永吉、小嶋、紙上、富田、藤本、吉田浩二
安東、貞方、正木、有松、中村、江戸、大林、吉田総次郎
稲富、緒方、三島、福田、岸野、是此田の諸君

・早退のお詫び 河島君

＜2019～2020年度 １月度定例理事会＞ 議事録
開催日 2020年１月１０日 １３：３０～千草ホテル
理 事 岸野 玲、谷良樹、岩崎員久、吉田総次郎

髙嶋雅樹、小嶋一碩、藤村克成、安東秀夫
稲冨靖彦、大林清幸、正木文久、佐藤 進
神尾康生、三島靖男

＜議事録記録者：紙上義全＞

・議題
１）２月度例会プログラムについて

７日 「 写真家が語る 〞美しい女性たち 〞」
フォトスタジオ ＦＵ 代表者・写真家

木寺 一路 様
１４日の例会は
１５日（土）に変更（第３Ｇ Ｉ・Ｍに参加のため）
２１日 ”クラブアッセンブリー” （第３Ｇ Ｉ・Ｍの報告）
２８日 ”職場訪問開催” （於）ニッスイ パイオニア館

＜上記 承認＞
２）来る、４月１０日（金）の例会は
４月１０日（金）、１１日（土）、１２日（日）に開催される
２７００地区の「地区大会全員登録」のため当クラブ
１０日（金）の例会を変更し上記地区大会参加に当てる
（従って、１０日のお昼例会は有りません）

３）福岡、アートロータリークラブへの賛助金について
４）若年（新）会員の勉強会を１月３１日（金）１８：３０～
千草ホテルに於いて開催する。

ミニコンサート プログラム
早春賦 中田章 作曲
さくらさくら 山田耕作 作曲
宵待草 多忠亮 作曲
初恋 越谷達之助 作曲
オペラ「ジャンニ・スキッキ」よりわたしのお父さん

プッチーニ作曲
オペラ「蝶々夫人」よりある晴れた日に プッチーニ作曲

アンコール
オーソレ・ミオ カプア作曲

同好会報告

ゴルフ同好会 幹事 松尾和典

１月１２日若松ゴルフクラブで第２回目のゴルフ同好会コンペ
と１８時３０分から千草ホテルさんで新年会を予定しています。

３月８日１０時５５分から第３回のコンペを予定しています。
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