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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

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 ７月３日 「会長・幹事就任の挨拶」 ２０２０～２０２１年度 会長 谷 良樹君
２０２０～２０２１年度 幹事 紙上義全君

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

ROTRY CONNECTS 
THE WORLD

＜2019～2020年度 ６月度定例理事会＞ 議事録
開催日 2020年６月５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＞

＜議事録＞
１） 福田 学会員は６月末日を以て退会を承認。

【ニコニコボックス】 (再掲載)

・ニッスイパイオニア館様 本日は宜しくお願いします
谷、吉田総二郎、岩崎、柿本、廣田、河島、是此田
浜崎、安東、山口、八尋、舟木、伊豆、中村、三島
小嶋、松尾、江戸、緒方、坂本、太田吉彦、富田
吉田浩二、大林、金久保、波多野、藤本、岸野
江藤の諸君

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 安東秀夫君 S２２年２月２７日
４．祝誕生 紙上義全君 S５３年３月９１日
４．祝誕生 溝上智彦君 S３９年３月９２日
４．祝誕生 中村克己君 S４５年３月９２日
４．祝誕生 浜崎 靖 君 S１３年３月９８日
４．祝誕生 坂本敏弘君 S３６年３月９９日
４．祝誕生 井上俊司君 S１３年３月１９日
４．祝誕生 江藤賢一君 S４２年３月２４日
４．祝誕生 福田 学 君 S５７年４月２７日
４．祝誕生 谷 良樹 君 S３８年５月９１日
４．祝誕生 吉田浩二君 S４５年５月１６日
４．祝誕生 波多野正信君 S３４年５月１９日
４．祝誕生 有松稔晃君 S３９年５月１９日
４．祝誕生 八尋生義君 Ｓ３１年６月９７日
４．祝誕生 吉田総次郎君 Ｓ３０年６月１０日
４．祝誕生 小嶋一碩君 Ｓ１８年６月１３日
４．祝誕生 緒方 忠 君 Ｓ３９年６月１６日
４．祝誕生 松尾和典君 Ｓ３５年６月１８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 「会長・幹事離任の挨拶」

2019～2020年度 会長 岸野 玲
2019～2020年度 幹事 三島靖男

本日の例会 ２０２０年６月２６日(金)

前例会の記録 ２月２８日(金) (掲載済)

幹事報告 幹 事 三島 靖男

１）ロータリーレート変更のお知らせ
４月１日より、１ドル、１０８円に変更になりました。

（従来、１１０円）

２）例会臨時変更のお知らせ
★直方中央ＲＣ

６月２９日（月）は休会
★若松ＲＣ

６月２９日（月）は休会
★戸畑東ＲＣ

６月２９日（月）は休会

撮影：伊豆統一郎君
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委 員 会 (案)

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、★松尾和典、★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 松尾和典 中村克己 ★太田信博、川越和宣、★髙嶋雅樹、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 ★緒方 忠

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 ★三島靖男 稲冨康彦、★江藤賢一、★中山祥太郎、★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

２０２０～２０２１年度 役員・理事・委員会構成

（役 員） 会 長 谷 良樹
（役 員） 直前会長 岸野 玲
（役 員） 副 会 長 波多野正信
（役 員） 幹 事 紙上 義全
（役 員） 会場監督 冨田 稔
（役 員） 会 計 神尾 康生

（理 事） 谷 良樹 有松 稔晃
（理 事） 波多野正信 柿本 祐治
（理 事） 紙上 義全 大林 清幸
（理 事） 坂本 敏弘 永吉 大祐
（理 事） 井口 昭彦 神尾 康生
（理 事） 舟木 和博 富田 稔
（理 事） 赤田 隆一 岸野 玲
（理 事） 赤田 隆一 井上 俊司

＜ＲＩ２７００地区地区委員会＞
（職 業 奉仕 部 門 ) 職業奉仕副委員長 神尾 康生
（ロータリー財団部門） ロータリー財団委員長 岩崎 員久
（青少年奉仕部門) 国際青少年交換委員 三島 靖男
（ 〃 ） インターアクト委員 永吉 大祐

撮影：伊豆統一郎君
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