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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 ２月７日
本日の例会

「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

２０２０年１月３１日(金)

幹事報告

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
中山祥太郎君 S５９年１月３０日
櫻井久紀君君 S４４年１月３１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
「新会員自己紹介」
江藤賢一・中山祥太郎 の諸君

前例会の記録

１月２４日(金)

出席報告

例会食事カロリー

会員数
５１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２０日の修正出席率

会長の時間

１,２８０Kcal

４０名
４ ３名
名
８１.６３％
９４.００％

会 長

１） ２月１５日（土）に開催されます、第３G Ⅰ・Ⅿの参加につ
いて。今回は、第２部のプログラムで交流会を開催いたしま
す。アルコールが提供されるため、マイカーはご遠慮頂きま
す。千草ホテルさんに送迎バスをお願いしています。
＜詳細は下記の通りです＞
ご利用される方は、名簿にご記入下さい。
集合時間 ①１１時１５分 ― 千草ホテル
②１１時３０分 ― 黒崎、末吉耳鼻咽喉科医院の東側
（病院の裏側になります）
尚、送迎バスのご利用は、往復＠１，０００円を頂きます。
２）例会臨時変更のお知らせ
★戸畑東RC
①２月１７日（月）の例会は、
①２月２０日（木）１２：３０～ 西日本工業倶楽部
★門司西RC
①２月２０日（木）１８：３０～ 門司倶楽部
②２月２７日（木）の例会は
②２月２９日（土）１４：００～ リーガロイヤルホテル小倉

岸野 玲

【新会員紹介】 江藤 賢一君 昭和４２年３月２４日生

趣

三島 靖男

誕生日おめでとうございます

本日、安増ガバナーの訪問予定でしたが、諸事情により延
期となりました。2700地区よりインターアクト地区委員の選
出の要請が来ています。後日、三島幹事からご相談がある
かと思いますので、宜しくお願い致します。
最後に、世界中で新型ウィルスが流行していますので、皆
さんくれぐれもご注意ください。
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幹 事

生命保険
㈱総和
代表取締役
080-3946-9621
〒806-0044
八幡西区相生町4-17-202
味 音楽鑑賞、読書

太田信博君
昭和４１年１月２３日生
２３日で、５４歳になりました。妻が２１日が誕生日な
ので、２人で鹿児島方面に当ても無くドライブに出か
け、霧島で宿泊しました。次の日は、枕崎までドライブ
をし、鹿児島市内で豚しゃぶを頂きました。往復９００
キロの距離でしたが、楽しい誕生祝になりました。
岩崎員久君
昭和３３年１月２４日生
２４日で、６２歳になりました。正月に孫娘と２人で、
映画を楽しんで来ました。今年は小学校に入学の為、
ランドセルを買ったりとショッピングも楽しみました。
日々忙しい毎日ですが、孫娘の顔を見ると元気が出
ます。

八幡西ロータリークラブ

八幡西ロータリークラブ

2020.1.31 NO.2538

＜卓話＞ 「新会員自己紹介」

八尋 生義君
名前は八尋生義（やひろたかよし）と申します。職業
は㈱プレステージレジデンス 代表取締役と、㈱保険の
コンサル 代表取締役を兼務しております。生年月日は
昭和３１年６月７日です、すでに還暦を迎えておりまして
６３歳です。気持ちは若いつもりなので新会員として、
一からやっていこうと真面目に考えておりますので、宜
しくお願い致します。今回、加入のきっかけとなりました
のは１０年以上前、中学校の同窓会がありまして、そこ
で村山君と再会しまして、当時ロータリークラブに、かる
～く誘われておりました。『毎週おいしい昼食が食べら
れるよ』。ただ急だったこともあり仕事の関係で、ちょっ
と時間的に無理かなと思い、その時は返事ができませ
んでした。それから１０年以上たって還暦同窓会があり
同級生もみな定年の歳になった訳で、時間的にも大丈
夫かなと思った次第です。その後、村山君と江戸さんの
紹介という事で、この度７月からですが、新会員として
本クラブ入れていただけるという事となりました。出身
は八幡西区で村山君とは小学校からの近所の同級生
で、幼馴染と言う事でございます。それから私は学校卒
業後、機械工学部だった事で大型特殊自動車設計の
仕事に従事しましたが、しばらくして、隣の芝生がよく見
えたか、まったく畑違いの某クレジット会社の営業部門
に転職する事になりました。割賦販売業のクレジット会
社で、２５年間程勤務しました。当初の１５年以上は、営
業の仕事をしていましたが、その後本社業務統括部の
部署に転勤となり、業務のシステム化、企画、立案等の
仕事に就いておりました。最終的には某大手ネット
ショッピング会社のM&Aよる傘下に入る事となり、４５歳
以上は、早期希望退職の実施があり、私も年齢対象か
ら退職する事になりました。そこから第二の仕事を探さ
なければならなくなり、そうしましたら縁あって、新規で
も生命保険代理店を、営む事が出来た訳です。お陰様
で顧客もかなり増えて、某生命保険会社「一般代理店
マーケット事業部」で継続的に上位ランクの生命保険代
理店になる事が出来ました。現在、複数の生命保険会
社を取り扱う代理店となっております。また前々から不
動産関係にも興味があり現在に至っておりますが、ア
パート・マンションの賃貸事業を行っております。他には
コインラドリー業をやっております。家族は、妻５６歳と
娘２８歳と息子２５歳の４人です。八幡西ロータリークラ
ブに加入させて頂きまして、これから先輩方に、いろい
ろと教えていただければと思っています。
今後共どうぞ宜しくお願い致します。
委員会報告
会報・雑誌・広報委員会
委員長 福田 学
先週の週報に訂正があります。
裏面の来期委員会構成のクラブ奉仕常任委員会の貞
方さんのお名前を、貞方友明に訂正して下さい。もう一
箇所、ゴルフ同好会優勝者の富田君のコメントに間違
いがありました。

「年男新春放談」

廣田 豊君
年男新春放談として、私の仕事の話をさせて頂きます。
４月から新入社員が入って来る予定になっています。
内定者は１０名です。私は４８歳になりますが、新卒の
皆さんのご両親とかわらない年齢だと聞きます。いつま
でも若いつもりでいましたが、社内ではある程度の年齢
になってきたと思います。今思い起こすと、私が弊社に
入社したのが２０年前の２８歳の時でした。それまでは、
セキスイハウスで営業をしておりました。その当時、父
は５２歳で私の入社を機に会議には出席しなくなり、全
てを私に任せてくれ、私のやりたい様に自由にさせてい
ただいた２０年間でした。その時の父の年齢に私が近づ
いてきたと思い、息子はまだ大学生ですが事業承継な
どを考えないといけない年齢になってきたと感じます。
また、今回をいい機会に過去の２０年間を振り返ってみ
たいと思います。私が、㈱不動産のデパートひろたに入
社した当時は２６名でしたが、今春に１０名増員し１３０
名程になり、店舗としては３店舗から１１店舗まで拡大し
ました。最近は、海外に仕事に行く機会を増やしてます。
先月は、実際に韓国人の採用を決定しました。韓国の
就職採用イベントに参加いたしました。日本の採用難と
は真逆で、韓国は就職難です。多くの大卒の優秀な人
材が弊社に入社希望を出していただきました。後は、中
国人スタッフの採用も検討しております。話はいい事ば
かりではなくて、悪い事もありました。会社のパソコンが、
コンピュータウィルスに侵入され、社員の3割が1ヶ月半
近く復旧作業に手間を取られ営業効率が半減したりな
どもありました。最近のウィルスは、巧妙化してますので
皆さんもお気を付けください。
今後も仕事や家族の事など頑張っていきますので、宜
しくお願いします。
【ニコニコボックス】
・新会員自己紹介、八尋さん。年男新春放談、廣田さん。
宜しくお願いします。
村山、藤本、浜崎、山口、中村、有松、岸野、貞方
赤田、安東、是此田、江藤、河島、谷、小嶋、大林
稲冨、藤村、緒方、吉田総次郎、江﨑、高嶋の諸君
・年男放談、宜しくお願いします。

廣田君

・自己紹介なんとか頑張ります。

八尋君

・新会員の自己紹介、楽しみにしてます。
・誕生自祝

岩崎君

・誕生自祝

太田信博君

・高嶋先生、先日はありがとうございました。
お陰様で大分良くなりました。
太田吉彦君
・小嶋さん、大林さん、稲冨さん、先日はご迷惑を
おかけしました。早退のお詫び
富田君
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