
WEEKLY  REPORT

The Rotary Club of Yahata West Japan

2020.1.24 NO.2537                       八幡西ロータリークラブ

2019～2020年度

会 長 岸野 玲

副会長 谷 良樹

幹 事 三島 靖男

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 

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３１日 「新会員自己紹介」 中山 祥太郎・江藤 賢一の諸君

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 １,１３０Kcal

会員数 ５１名
・当日の出席者 ３７名
・ゲ ス ト数席者 ４ ３名
・ビジター数 名
・会員出席率 ７４.００％
・１２月２０日の修正出席率 ８８.２４％

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

本日の例会 ２０２０年１月２４日(金)

前例会の記録 １月１７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．祝誕生 太田信博君 Ｓ４１年１月２３日
４．祝誕生 岩崎員久君 Ｓ３３年１月２４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．卓 話 「年男新春放談」介 廣田正豊君
９．卓 話 「新会員自己紹介」 八尋生義君

会長の時間 会 長 岸野 玲

今日で阪神大震災から２５年が経ちました。橋脚が
倒れた様子などが、まだ脳裏に焼き付いてます。この
悲惨な災害を忘れずに語り継いでいこうと思います。
皆様もいつ災害が起こるかわかりませんので、気をつ
けてください。

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）例会臨時変更のお知らせ・
★八幡南RC
２月１３日（木）の例会は、
２月１５日（土）１３：００～ パドドゥ・ル・コトブキ
★小倉南RC
①２月１８日（火）の例会は
①２月１７日（月）１２：３０～ リーガロイヤルホテル小倉
②２月２５日（火）の例会は
②２月２９日（土）１３：００～ リーガロイヤルホテル小倉

＜2019～2020年度 １月度臨時理事会＞ 議事録
開催日 ２０２０年１月１７日 １３：３０～ 千草ホテル

＜議題＞
１）２０２０～２０２１年度 職業奉仕地区委員として神尾康生
会員に推薦依頼。

２）伊豆統一郎会員、３月末日まで出席免除願いについて。

＜上記、議案承認＞

＜次年度 臨時理事会＞ 議事録
開催日 ２０２０年１月１７日 １３：３０～ 千草ホテル

＜議題＞
・２０２０～２０２１年度委員会構成について

＜別紙承認＞

波多野正信君 ３３年

１２月度 １００％出席皆勤表彰者

委員会報告
会報・雑誌・広報委員会 副委員長 貞方 友明

今日の週報ですが、訂正があります。裏面の２月度例会プロ
グラム４番にあります、新会員勉強会、１月３１日
１８：３０～ → １８：００～ に訂正をお願い致します。

同好会報告

ゴルフ同好会 幹事 松尾 和典
１月１２日にゴルフ同好会コンペと、新年会を開催しました。
優勝：富田 稔君、２位、吉田 浩二君

優勝者のスピーチ 富田 稔君
最近、調子が悪かったので、まさか優勝出来るとは思っ

ていませんでした。同伴者に恵まれ、いいリズムでプレー出
来ました事を感謝していります。有難うございました。
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＜卓話＞ 「年男新春放談」

岸野 玲君
私も還暦を迎えまして、つい先日に八幡高校の同級生45
名と還暦旅行に行って来ました。井口会員も同窓生なので、
一緒に行きました。バス1台をチャーターし、別府の鉄輪温
泉に1泊2日の楽しい時間でした。車内では、12年前の48歳
の時の同窓会ビデオを流しながら向かい、当時を振り返り
ながらお互いに老いたことに皆で、談笑して盛り上がりまし
た。まずは、うみたまごに行きました。子供が大きくなって行
く機会が無かったので久しぶりの水族館でした。アザラシの
ショーなどを見て、還暦を迎えた皆が、童心に返って楽しみ
ました。その夜の宿での宴会時に、一宮神社に12年前に埋
めたタイムカプセルを掘り起こし持って来てましたので、開
けてみました。12年後の自分に宛てた手紙や、思い出の品
などを各自が入れてました。私はその当時に吸っていたタ
バコを入れてました。保存状態が良く見た目はしっかりして
いたので、恐る恐る吸ってみると全く問題なく、いつも吸って
いるタバコと何一つ変わりませんでした。次の日は由布院
観光に行き、散策しました。この旅行中に終始話題になっ
たのが、年金、夫婦関係、老後、などと還暦を迎え人生の
第2ステージへの話しばかりでした。同級生の多くは、サラ
リーマンで退職した人ばかりでかなり不安を感じてる様でし
た。私も、去年の10月に息子が弊社に入社しました。5年後
の65歳には私も会長職を退く予定にしてます。まだまだ頑
張りますので、皆さんこれからも宜しくお願い致します。

【ニコニコボックス】

・新春放談宜しくお願い致します。 岸野君

・「年男新春放談」楽しみにしています。
稲冨、村山、吉田浩二、八尋、永吉、正木、藤本、浜崎
有松、波多野、中村、三島、吉田総次郎、谷、藤村、河島
小嶋、是此田の諸君

・八幡西ロータリーゴルフコンペでの優勝有難うございました。
久しぶりでした。 富田君

・早退のお詫び 伊豆、貞方の諸君

２０２０～２０２１年度 委員会構成 2020年1月17日

委 員 会 委員長 副委員長 委 員

① クラブ奉仕常任委員会（理） 坂本敏弘 ★波多野正信 ★吉田浩二、★貞方知明、★舟木和博、★赤田隆一、★井口昭彦

出 席 吉田浩二 浜崎 靖 伊豆統一郎、★藤本生男

会報・雑誌・広報 貞方友明 松尾和典 ★太田信博、川越和宣、★髙嶋雅樹、中村克己、廣田 豊

親睦・健康管理（理） 舟木和博 江﨑嘉春
安東秀夫、★江藤賢一、緒方 忠、河島昭彦、★中山祥太郎
★正木文久、溝上智彦、★村山大成、★三島靖男、★八尋生義
山口典浩

会員増強・職業分類
会員選考 ・ロータリー情報（理）

赤田隆一 小嶋一碩 ★髙嶋雅樹、舟木義治

プログラム（理） 井口昭彦 ★神尾康生 佐藤 進、藤村克成

② 職業奉仕常任委員会（理） 有松稔晃

職 業 奉 仕 有松稔晃 ★太田信博 是此田穣，★正木文久

③ 社会奉仕常任委員会（理） 柿本祐治

史跡保存・地域活性化 柿本祐治 藤本生男

④ 国際奉仕常任委員会（理） 大林清幸

国際奉仕・米山・ロータリー財団 大林清幸 太田吉彦 岩崎員久、吉田総次郎

⑤ 青少年奉仕常任委員会（理） 永吉大祐

インターアクト・青少年教育 永吉大吉 福田 学
稲冨靖彦、★江藤賢一、★中山祥太郎、★三島靖男、★村山大成
★八尋生義

会 場 監 督 （役・理） 富田 稔 江戸達也、★金久保和、櫻井久紀

会 計 （役・理） 神尾康生

会 計 監 査 河島昭彦

副 幹 事 金久保和

【 会長は総ての委員会に所属 】 ★印は兼務

（特別委員会） グローバル補助事業委員会：岸野玲、谷良樹、柿本祐治、太田吉彦、廣田豊、紙上義全、大林清幸

（アドバイザー） 岩崎員久、小嶋一碩、神尾康生

松尾 和典君
今年60歳、還暦を迎えます。昭和59年4月から今の会社
の前身となる税理士事務所に勤め始めました。その後平成
11年2月に代表に就任しました。その後、平成18年7月に当
クラブに入会しました。仕事としては、税務と会計を続けて
います。そして趣味は音楽です。音楽は、就職してからは
活動することは出来なくなり、諦めていました。しかし、当ク
ラブに入会した時、40周年記念事業で演奏させていただい
たことをきっかけに演奏活動を始めました。その一つが、
「大人の学芸会」です。この会は、演奏する人がお金を払っ
て会場を準備し、ご家族にだけでも我慢して聴いてもらいま
す。そして、昨年から、PA（音響）を始めました。地域の公
園などのお祭りイベントのカラオケや演奏をお手伝いしてい
ます。少しでも心地良い音を楽しんで頂けるように、今後も
この活動を楽しんで続けていきます。
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