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Rotary Opens
Opportunities

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

７月１７日(金)

八幡西ロータリークラブ
《会報委員会》
松尾 和典 中村 克己 太田 信博
川越 和宣 高嶋 雅樹 廣田 豊

RID2700地区古賀英次ガバナーメッセージ
「新しいロータリーは機会の扉を開く」
八幡西RC谷良樹会長メッセージ
「健康第一」

卓話 谷 良樹 君
「新型コロナウイルスについて」

本日の例会

２０２０年７月１０日(金)

会長の時間

１．ロータリーソング
" 手に手つないで "
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生
伊豆統一郎 君 Ｓ ９年７月５日
井口 昭彦 君
Ｓ３４年７月５日
赤田 隆一 君
Ｓ３８年７月５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．クラブアッセンブリー
各委員会活動方針発表 各委員長報告

前例会の記録

２０２０年７月３日(金)

波多野正信 君

点鐘を上手く打てました。谷会長のラインを代読させて頂
きます。前代未聞のことですが必ず光は差すでしょう。谷会
長に何も無いように祈ります。三島君に委嘱状が届いてい
ます。国際ロータリー2700地区インターアクト委員のほかに
も国際青少年交換委員にもなられています皆さま拍手をお
願いします。

幹事報告

幹 事

紙上 義全 君

１ ）ロータリーレート変更のお知らせ
７月より、１ドル、１０７円に変更になりました。
（従来、１０８円）
２ )例会臨時変更のお知らせ
★遠賀ＲＣ
７月７日、１４日、２１日、２８日（火）
「岡垣町はつしろ」に会場変更
★八幡南ＲＣ
７月３０日（木）１８:３０～
ホテルクラウンパレス北九州
８月１３日（木）休会

出席報告
例会食事カロリー
会員数 (６月２６日)
・当日の出席者
・ゲ ス ト数席者
・ビジター数
・会員出席率
・前々例会の修正出席率

副会長

１，０８０Kcal
４８名
３７名
０名
０名
７８.７２％
休会

★若松中央ＲＣ
７月２２日（水）１９:００～ 料亭 ふじむら
７月２９日（水）休会
★小倉ＲＣ
８月１４日（金）休会
８月２１日（金）１８:３０～ リーガーロイヤルホテル小倉
９月１１日（金）休会

誕生日おめでとうございます

★八幡ＲＣ
７月２１日（火）休会
８月４日（火）を８月１日（土）に変更 １６:００～ 仲宿八幡宮
８月１８日（火）１８:３０～ 大谷会館

【ニコニコボックス】
富田 稔 君 S34年7月3日生れ
先週多くの誕生祝の中本日は私一人、61歳になりました
還暦の時とは少し違い、息子の嫁と孫2人の家族が増えま
した。本年はコロナの影響で多くのことに取り組む中良い
こと悪いことが分かったような気がします。今後この社員
の増員、AIの導入、RCでは会場監督としてチャレンジして
いきます。誕生祝ありがとうございました。

・谷会長、紙上幹事 宜しくお願いします。
八尋、安東、是此田、伊豆、井口、柿本、江藤、吉田浩二、
江戸、岸野、坂本、松尾、三島、赤田、小嶋、波多野、
中村、岩崎、緒方、太田信博、太田吉彦、稲冨、大林、
廣田、井上、髙嶋、村山の諸君
・1年間よろしくお願い致します。
紙上君

八幡西ロータリークラブ

2020.7.10 NO.2559
会長 就任の挨拶
谷 良樹 君（リモート）
歴史ある八幡西RCの第５４代の会長を拝命しました谷良
樹です。世の中は、当初中国のみの感染症と甘く見ていた
ものが、世の中をこのように変えてしまうのは、誰も思ってみ
なかったことのない状況で、ロータリークラブの活動も自粛、
中止で様変わりしてきています。
RI会長、ホルガ―・クナークのテーマは「ロータリーは機会
の扉を開く」です。自粛制限が緩和される今、再び感染者の
増加が各施設の閉鎖、イベント中止、国内外問わず、人、物
の移動制限があり、皮肉なテーマかとも思いましたが、今見
ると換気のためにドアを広く開けているような状況にも見え
ます。閉鎖的な権威のある集まりでなく広く門戸を開き幅広
い職種、年代の会員を増やしてロータリークラブの活性化を
する時が来たと、考えるべきかもしれません。
しかし、その中で先ず今は会員、その家族、従業員の感染
予防、健康を第一に考え、会員の事業の円滑な継続のため
にロータリーが何をするのか、活動をどうするのか考えねば
なりません。感染拡大をいかにして抑えるかが重要です。そ
のためには、健康管理委員会などを活用して、医療関係の
会員卓話を増やして、皆さんの健康意識向上を考えます。
柳川RC出身の古賀英次ガバナーから早速新年度活動に
あたっての書簡が届いています。地区の方針は、
・少人数の会合であっても新しい生活様式を取り入れ、コロ
ナ対策に細心の注意を払って行うこと。
・必要な会議、研修会は出来るだけオンラインでの会議を進
めること。
・日本のロータリー１００周年事業は新しい形での計画をして
いる。
クラブへのお願いとして、
・例会、各種奉仕活動の実施は会長の判断で決めと良い。
公式訪問時例会がなくても会長、幹事懇談会は実施する。
・事務局に、カメラ付きのパソコン、Wi-Fiの整備、ZOOMの会
員となりオンライン研修会議をする。会社でリモート会議に
慣れている方があれば御指導してください。
海外へも目を向けています。昨年から計画、申請中のグ
ローバル補助金を使ったタイ・サラブリ地区水浄化事業の推
進です。海外渡航制限が緩和されるときにぜひ現地訪問し
て贈呈式なども検討していますが、まだ現在は目途がつき
ません。
東京などではまた感染者の増加が危惧される時期ですが、
なお一層八幡西ロータリー会員の結束を大事に、新しい年
度のロータリー活動が推進できるように皆様、何卒御協力よ
ろしくお願いします。
会報・雑誌・広報委員会 委員長 松尾和典 君
雑誌についてのご案内を致します。ロータリーの友新年度RI
会長や第2700地区古賀英次ガバナーの記事はお読み下さ
い。小倉中央RCの北九州マラソン2020ランナー応援の記事
が掲載されています。八幡西RCからも記事を出したいと思い
ますので原稿をいただけると幸いです。
また、月信17ページ岩崎会員のコメントをご覧ください。
週報の訂正です。富田稔君の生年月日をS35年からS34年に
訂正お願いします。失礼いたしました.
小嶋 一碩 君
前年度最終例会でのご報告です。岸野前会長のご指示で、
永年勤めて頂いた事務局村上さんへの記念品を私が選定し、
贈呈を致しました。現代的な博多人形「月影」というタイトル
で平安美人が笛を吹いているというモチーフでした。太陽で
はなく月のように静かに毎回笛を吹いて各歴代会長幹事を
優しく躍らせていただいたというイメージを村上さんに持って
いました。費用についてはクラブの費用からではなく、まさに
優しく踊らさせていただいた歴代会長より戴きました。

八幡西ロータリークラブ

幹事就任の挨拶
紙上 義全 君
この度、幹事を務める事になりました紙上です。1年間どう
ぞよろしくお願い致します。先週やっと例会が再開したと
思ったら、すぐに幹事就任挨拶という事で大した挨拶は出
来そうにありません。正直不安がいっぱいです。
それというのも、先日退職された村上さんが先週の挨拶で
事務局を48年務められたと聞いて、自分が生まれる前から
ロータリーに携わっておられた方が居なくなる事が不安の
大きな一因でもあります。新体制になり、色々手探りな事も
出て参りますし、スムーズな運営が出来ず、会員の皆様に
ご迷惑をおかけする事も増えると思いますが、温かく見守っ
て頂き、時には厳しくご指導頂けますようお願いします。

＜2020～2021年度 ７月度定例理事会＞
1)2020～2021年8月度例会プログラム
８月
７日 クラブフォーラム （会員増強について）
会員増強委員長 赤田 隆一 君
１４日 休 会（理事会裁量による）
２１日 「第３Ｇ ＡＧ例会時、クラブ協議会開催」
第３Ｇ ガバナー補佐 三牧 十九生 君
２７日 「ガバナー公式訪問記念高話」
第２７００地区 ガバナー 古賀 英次 君
※２８日（金）の例会を変更して２７日（木）八幡南ＲＣと合同例会
開催場所は「ホテルクラウンパレス北九州」
※７月３１日の自由が丘高校生徒によるインターアクト報告中止。
＜上記承認＞
２）正木文久会員、６月末日を以て退会について
＜承 認＞
３）コロナ禍における例会出席について
コロナを理由とする例会欠席については、出席扱いとする。
ただし、事前に事務局へ連絡が必要。
詳細は次週例会で説明。
＜承 認＞
４）新年度活動について（地区ガバナーからの依頼）
会議、研修会等を今後オンライン会議で進めていくにあたり、
事務局へZoom対応設備の設置依頼が来ている。
＜今後の検討事項とする。承認＞

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL

http://www.rc-yahata-west.com

