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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３１日(金)

《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 三島 靖男 君
「インターアクトについて」

本日の例会

２０２０年７月１７日(金)

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
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 「新型コロナウイルスについて」
谷 良樹 君

前例会の記録

２０２０年７月１０日(金)

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

１，１５０Kcal
４８名
４０名
０名
０名
８７．７６％
８７．７６％

幹事報告
幹 事 紙上 義全 君
１）コロナ禍における例会出席について（理事会報告）
クラブアッセンブリー出席委員会 参照
２）例会臨時変更のお知らせ
★八幡中央ＲＣ
７月２７日（月）１８:３０～
★若松ＲＣ
７月２０日、２７日、８月３１日（月）休会
８月２４日→２６日（水）ガバナー公式訪問
★小倉東ＲＣ
７月２９日、８月１２日、９月３０日（水）休会
★門司西ＲＣ
７月１６日（木）１８:３０～
★戸畑東ＲＣ
７月２７日（月）１８:３０～
★直方中央ＲＣ
８月３１日（月）休会

お誕生日おめでとうございます
伊豆統一郎 君 S9年7月5日生
本日誕生祝をいただき有難うございました。86才にな
りました。まず、ここに新型コロナウイルス感染症、なら
びに現在、九州各地はもとより全国で水害に遭われて
いる皆様に心より御見舞い申し上げます。7月5日の昼
食に、当千草ホテル様より家内の大好きな和食を自宅
に運んでいただき家族より誕生日を祝ってもらいました。
大変おいしいお料理でした。先週の例会日に7月3日生
まれの富田さんに毎年恒例誕生のプレゼント紹介ご披
露をお願いしたのですが固辞されましたので、村上さ
んの発案で選んだ小倉織のマスクのご紹介させていた
だきました。10年後からは富田さんに是非お願いした
いと思っています。
井口 昭彦 君 Ｓ34年7月5生
お祝い頂きありがとうございます。61歳になりました。
翌日自衛隊の仕事があり熊本に行きました。6日の帰
りに大雨で高速道路が止まり、熊本市内から山鹿まで
2時間半かけて行きましたが、車を買い替えて1週間
だったので、息子より「車水没の危機」とメールがあり
熊本市に戻りました。翌日午前9時に出て、家に着いた
のが午後6時30分でした。本年もよろしくお願いします。
赤田 隆一 君 Ｓ38年7月5生
お祝い頂き、ありがとうございます。57歳になりました。
東京の大学で学んでいる娘が、コロナの影響を考慮し
て3月から家に戻っていましたので、数年ぶりに家族3
人で誕生日を過ごしました。娘が4年生なのですが、就
職活動がリモートでベットの上、しかも上半身のみを着
替えただけでした。時代は大きく変化しています、一度
も東京に行かずに内定をいただけました。ありがとうご
ざいました。

八幡西ロータリークラブ
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会長の時間

八幡西ロータリークラブ
谷 良樹 君

先週は初日にも関わらず欠席して申し
訳ありません。本来は発熱外来でシール
ドをして検査を行ってもらうのですが、患
者様からの申告がなく咳が少し気になる
のでレントゲンを撮ると肺が真っ白でした
が、結果コロナではありませんでした。北
九州では感染者は減ってきていますが全
国でコロナ患者は増えています。まだ、ワ
クチンや治療薬も厳しい状況ですのでお
気を付けください。また、古賀ガバナーか
らのメッセージは後段に掲載します。
先日お渡ししたネクタイは、古賀英次ガ
バナーからのプレゼントです。一緒に頑張
ろうということで頂いております。ガバナー
訪問の時は夏場ですが、ネクタイ着用の
場合も考えられますので、無くさない様に
気を付けてください。
２７００地区ガバナーご挨拶
古賀英次 君（柳川ＲＣ）
「地区テーマ 日本のロータリー100周年 新しいロータ
リーは機会の扉を開く」
本日は伝統ある八幡西ＲＣの新年度が谷 良樹 会長のもと
にスタート致します事を、心よりお祝い申し上げます。
また2700地区においては、地区研修委員会、ロータリー財
団委員会委員長、危機管理委員会 岩崎 員久様、職業奉
仕委員会 神尾 康生様、インターアクト委員会、国際青少年
交換委員会 三島 靖男様に、ご指導とご尽力頂いております
こと、あわせて感謝申し上げます。
会員の皆様おひとりお一人のご活躍と新しいロータリー年
度が意義あるものとなりますよう心よりお祈り申し上げます。

クラブアッセンブリー 各委員会活動方針発表
クラブ奉仕常任委員会
委員長 坂本 敏弘君
谷会長のスローガン「健康第一」に沿って活動を行う。
出席委員会
委員長 吉田 浩二 君
例会への出席は義務であることを理解して、出席率の向
上を目指す。また、無断欠席を禁止する。但し、コロナ関連
が理由の欠席の場合は、事務局に事前連絡をした場合は、
出席扱いとする。
会報・雑誌・広報委員会
委員長 松尾 和典 君
卓話者からの原稿や要旨の提供をお願いする。また、
ホームページの管理、運用については、今期も、赤田さん
にお願いします。
親睦・健康管理委員会
委員長 舟木 和博 君
会員にとって魅力的で充実したクラブ作りのため、活発な
親睦活動を企画実行する。また、会員の健康意識向上を
図る。
会員増強・職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会
委員長 赤田 隆一 君
会員数純増１名を目標に、会員増強に努める。退会者の
防止に向け、会員全員で取り組んでいく。新会員へのメン
ター制度を継続する。
広報よりご報告ありましたが八幡西ＲＣと長崎街道のホー
ムページの閲覧者数が年間１万人を超える様になっていま
す。気になる点、アドバイス等があれば連絡ください。

プログラム委員会
委員長 井口 昭彦 君
本年度の谷会長のクラブスローガンは「健康第一」です。
会員、家族が健康に楽しめる、
例会のためのプログラムを立案、実施する。
若干、コロナの影響でプログラムに空きが出た場合、会員
卓話をお願いします。
職業奉仕常任委員
職業奉仕委員
委員長 有松 稔晃君
「職業と奉仕」をテーマとした小グループ（8名程度）の食事
会を開催し、相互理解を深める。また、年2回の職場訪問を
考えているが、ホーム例会での卓話となる場合もある。
社会奉仕常任委員会
史跡保存・地域活性化委員会 委員長 柿本 祐治 君
2700地区社会奉仕活動するにあたり、職業奉仕、青少年
教育委員会と共同で取り組みたい。
また、持続可能な開発目標（SDGs）を取り入れた、社会奉仕
活動に取り組んで行きたい。
国際奉仕常任委員会 米山記念奨学・ロータリー財団委員会
委員長 大林 清幸 君
ロータリー財団グローバル補助金を活用して、タイのスリ
ウォンロータリークラブと合同で事業を行う。
世界的に感染症が発生・流行すると思われます。会長の
テーマの一つである新たなロータリー財団への寄付と活用
について、何か提案したいと思っている。また、強化月間に
は、米山記念奨学について外部卓話も検討している。
青少年奉仕常任委員会 インターアクト・青少年教育委員会
委員長 三島 靖男 君
自由ケ丘高校インターアクトクラブの活動をサポートする。
新型コロナウイルス感染予防のため、前年度３月よりイン
ターアクトの例会が開催されておらず、今年度は速やかに日
常の活動ができる体制を構築して行くことから始める。
インターアクト例会へのロータリアンの参加呼び掛けを行う。
会場監督
委員長 富田 稔 君
ロータリー精神に則し、品位と秩序を守り、明るく楽しい例
会運営に努める。
新型コロナウイルスの感染防止の為、会場入口に消毒液
を置き、会員の消毒の徹底を行う。
マスクを忘れた場合は予備を用意するが、基本的には各
自で準備すること。

【ニコニコボックス】
・本日が開幕戦となります 今年1年よろしくお願いします。
会長 谷 良樹 君
・各委員会活動方針の発表、よろしくお願いします。
吉田浩二、藤本、坂本、小嶋、江藤、三島、河島、
江戸、八尋、安東、舟木、江崎、松尾、有松、村山、浜崎、
藤村、波多野、吉田総次郎、髙嶋、廣田、
中村の諸君
・誕生自祝
伊豆、赤田、井口の諸君
・伊豆先生 お誕生日 おめでとうございます。
是此田 君
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