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2019～2020年度
会 長 岸野
玲
副会長 谷
良樹
幹 事 三島 靖男

《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

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
本日の例会

２月２８日(金)

“職場訪問”
幹事報告

２０２０年２月２１日(金)

１．ロータリーソング
“それでこそロータリー”
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生
山口 典浩君 S２８年２月１４日
４．祝誕生
藤村 克成君 S１９年２月１９日
４．祝誕生
岸野 玲君 S３５年２月２０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
“クラブアッセンブリー”
（第３G I・Ⅿの報告）

前例会の記録

２月１５日(土) 第３GI・Mに参加

出席報告

例会食事カロリー

１,０８５Kcal

会員数 (２月７日)
５１名
・当日の出席者
４９名
・ゲ ス ト数席者
４ ２名
・ビジター数
名
・会員出席率
８０.００％
・１月２４日の修正出席率
９１.８４％
ゲ ス ト：＜スピーカー＞ 木寺一路様、藤原ゆき枝様

会員数 (２月１４日)
・当日の出席者
・ゲ ス ト数席者
・ビジター数
・会員出席率
・１月３１日の修正出席率

会長の時間

５１名
４９名
４ ３名
名
１００.００％
（第３G I・Ⅿ参加）
９４.００％
副会長

(於) ニッスイ パイオニア館

谷 良樹

幹 事

三島 靖男

１ ）本日例会終了後「2月度定例理事会」を開催いたします。
理事各位は宜しくお願いいたします。
２）江藤賢一会員の紹介名簿をお配りしております。名簿後方
に貼ってください。
３）例会臨時変更のお知らせ・
★戸畑東RC
①３月 ２日（月）の例会は
①２月２９日（土）１４：００～ リーガロイヤルホテル小倉
②３月２３日（月）は休会
③３月３０日（月）１８：３０～ 西日本工業倶楽部
★八幡RC
①３月 ３日（火）１２：３０～ 場所未定
②３月１０日（火）は休会
③４月 ７日（火）１８：３０～ アクティブリソーツ福岡八幡

＜2019～2020年度 ２月度定例理事会＞ 議事録
開催日 2020年２月７日 １３：３０～ 千草ホテル
＜議事録＞
１）３月度例会プログラムについて
６日 「花火の歴史と楽しみ方」
㈱ワキノアートファクトリー 代表取締役 脇野正裕様
１３日 「題未定」 北九州市歯科医師会
学術担当理事 古市卓也様
２０日 祝日休会
２７日
〞I・D・Mの報告
＜上記承認＞
２）５月１５日（金）の例会を夜間例会に変更して下記に開催
する。親睦委員会活動として、「新会員歓迎会」を１８：３０
より千草ホテルにおいて開催。
（通常例会１２：３０～１３：３０はありません。）

【ニコニコボックス】
・本日の卓話者、木寺一路氏を歓迎して
伊豆、村山、安東、浜崎、小嶋、吉田浩、江戸、稲冨、八尋
吉田総、佐藤、藤村、正木、山口、江藤、柿本、三嶋、舟木
三嶋、舟木、河島の諸君
・2月1日（土）にアリスの熊本公演に行ってきました。
久しぶりに楽しい一刻でした。
井上君
・NHｋテレビのインタビューを受けました。メイトの倒産につい
てです。以前にも黒崎ロキシーの閉館の時もインタビュー を
受けました。もっと良いことでテレビに出れば良いのでが・・・
がんばれ黒崎。
有松君
・松尾さん、先日は節分祭ですばらしい音響をありがとうござ
いました。参拝者も大変喜んでいました。
紙上君

新型コロナウイルスの話しをします。
中国で爆発的に流行しましたが、アメリカや日本では死
者は出ていません。私たちに出来る事は、手洗いとうが
いです。マスクは品薄なのであきらめて下さい。
人ごみの中に行かない事、普段からの体調を整える事、
以上です。
・誕生自祝

八幡西ロータリークラブ

江﨑君

八幡西ロータリークラブ
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＜卓話＞
「写真家が語る“美しい女性たち”」

誕生日おめでとうございます

フォトスタジオFU
代表者・写真家 木寺 一路様
（小嶋一碩会員より紹介）
木寺一路さんを紹介します。陶器の町有田町の生ま
れ、版画家の祖父のアトリエで育ちました。
大学時代にはギタリストを目指しましたが２５歳で偶
然出会った写真の世界に飛び込みまして７年間の修
行を経て2,000年に独立、本年で20周年を迎えます。
多岐にわたる撮影内容ですが、特に家族写真やブラ
イダル写真、モデル、タレント、分野を問わず自分の世
界感を表現されています。北九州、福岡、東京、広島
を中心に動いていますが、近年では作家としても活動
されています。北九州には数少ない作家としての写真
家、アートとしての作品つくりを目指しています。
＜木寺一路氏＞
昭和43年10月7日、52歳になります。下品になりすぎ
ないようにヌードの作品をお見せしながら、基本ざっく
ばらんに行きたいと思います。人間の根源はエロだと
思っています。写真館としての仕事を中心にやってい
ますが、企業のポートレート、パンフレットなども作って
います。それでは写真を見ながらお話ししたいと思い
ます。女性の綺麗な写真、俗にいうグラビア写真、男
性を誘うような写真、男性に媚を売るような写真を僕
は撮りません。女性は若ければいいと、それは間違い
で、この方は乳がんになられて手術をする前に写真を
残しておきたいという動機があって撮りに来られました。
データではなくて紙に写真として残して置く、とても大
切な事だと思っています。昔は写真紙と言って特殊な
機能を持った紙で、写真館で時間をかけて撮るといっ
たスタイルでした。現在はスマホで簡単に撮れる、デジ
タルカメラも20万位でプロ仕様が手に入ります。写真を
データで渡すのではなく、キチンと写真としてお渡しす
る、とても大切な事だと思っています。自分の写真を
撮ってもらったら必ず写真にした方がいいです。そして、
保存する、または人に渡す。最近はクラウドにバック
アップを取っているという方が多いのですが、アクセス
出来なく なれば終わりです。ハードディスク、もしくは
ＤＶＤ，ブルーディーも現時点では20年で消えます。
ハードディスクも強い磁力で簡単に消えます。写真に
してプリントして物にして持っておく、という事です。東
日本大震災の時にボランティアで津波で流された写真
を集めてきれいに洗って展示をしました。知ってる人の
写真、写真の中の知人を見つけて持って帰る事が出
来るという事はとても大切な事です。写真はデータで
はなく、キチンとプリントして持っておきましょう。

江﨑嘉春君

昭和３８年２月５日生

みなさんこんにちは、２月５日で５７才になりました。
まだまだ若いつもりでいましたが、こんな年になりました。
長男が明日あさってと医師国家試験をうけます。
３番目の子が大学受験でもがいてる最中です。そんな
中でお正月から２月にかけて家庭内はピリピリしたムー
ドで過ごしています。吉報が届くのを期待して待ってる次
第であります。いい報告ができることを待っています。
廣田豊君
昭和４７年２月５日生
みなさんこんにちは、誕生祝いありがとうございます。
ぼくも２月５日です。今年はマニラに行って帰国してきた
日だったので、家族とは何もなかったと思ったのですが
女房が久しぶりにハンバーグを作ってくれたのがとても
嬉しかったです。年男の話しの時にうちの息子の大学受
験の話をしました。合格が決まって部屋探しをするとき
に「とうちゃん、不動産業なのに部屋探しのときにまった
く力貸してくれんやん」という悲しい言葉を聞いたんです
が、誕生日当日に、最近、思春期でまったく口を聞いてく
れなかった高１の娘が、久し振りに向こうから話しかけて
くれました。最大のプレゼントでした。もっと娘や息子と
会話を出来る１年間にしたいと思います。

委員会報告
職業奉仕委員会 委員長 安東秀夫
職場訪問2月28日（金）戸畑のニッスイパイオニア館です。
急遽、送迎バスを用意することになりました。
又、下記の訪問先の駐車場をご利用なさっても結構です。
<駐車場は近くにあります、（株）北九州ニッスイの横をご
利用下さい。>
【送迎バス】 12：00 千草ホテルを出発
開催日：令和２年２月２８日（金）
昼食は、１２：００～１２：３０までに済ませて下さい。
訪問先：ニッスイパイオニア館
北九州市戸畑区銀座2-6-27 TEL：093-881-2042

会報・雑誌・広報委員会 委員 金久保 和
ロータリーの友の22ｐ「ポリオの無い世界を想像しながら」
当会の岩崎さんもそうですがポリオ撲滅に御尽力して頂い
ている方々が沢山います。こういうウィルスを皆で力を合わ
せていかないと根絶は出来ない、と感じる内容でした。
少しでも皆さんの力をお借りしたいと思いますので、目の前
のポリオ撲滅募金箱にお気持ちをと思い、この文章に目を
通して頂けましたら幸いです。
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