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Rotary Opens
Opportunities

2020～2021年度
会 長 谷
良樹
副会長 波多野正信
幹 事 紙上 義全

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

７月１０日(金)

２０２０年２月２１日(金)

例会食事カロリー
１，１００Kcal
会員数 (６月２６日)
５０名
・当日の出席者
４３名
・ゲ ス ト出席者
０名
・ビジター出席者
１名
・会員出席率
８７.７６％
・前々例会の修正出席率
休会
ビジター あらい㈲ 代表取締役社長 荒井俊勝 様
（元 会員）

幹 事

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」

２月度 １００％出席皆勤表彰

２０２０年７月３日(金)

出席報告

幹事報告

《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

クラブアッセンブリー
2020～2021年度 委員会活動方針発表 報告 各委員長

１．君が代斉唱
２．ロータリーソング
“２７００のマーチ”
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．祝誕生 富田 稔 君 S34年７月３日
６．会長の時間
７．各委員会報告
８．ニコニコボックスの報告
９．幹事報告
１０．卓話 ｛会長・幹事就任の挨拶」
2020～2021年度 会長 谷 良樹 君
幹事 紙上 義全 君

前例会の記録

八幡西ロータリークラブ

三島 靖男 君

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、７月６日、１３日、２０日、２７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
★小倉南ＲＣ ６月３０日（月）は休会

赤田隆一君
河島昭彦君

１５年
２年

井口昭彦君

７年

誕生日おめでとうございます
藤村克成 君 安東秀夫 君 紙上義全 君 溝上智彦 君
中村克己 君 浜崎 靖 君 坂本敏弘 君 井上俊司 君
江藤賢一 君 谷 良樹 君 吉田浩二 君 波多野正信 君
有松稔晃 君 八尋生義 君 吉田総次郎 君
小嶋一碩 君 緒方 忠 君 松尾和典 君
皆さんに一言、ご挨拶を頂きました。
おめでとうございます。

会長の時間

会 長

岸野 玲 君

今日が最後の会長としての例会ですので、宜しくお
願い致します。
ロータリー財団大口寄付 表彰
井上 俊司 君
永年皆勤２５年 表彰
安東 秀夫 君
戦略推進委員会委員他 委嘱状
岩崎 員久 君
職業奉仕委員会副委員長 委嘱状
神尾 康生 君

【ニコニコボックス】
・１年間、皆さん、ありがとうございました。
岸野君、三島君
・長い間お世話になり、有難うございました。 村上様
・会長、幹事、お疲れさまでした。
吉田浩二、小嶋、坂本、井口、岩崎、伊豆、江藤、
井上、藤村、溝上、是此田、正木、佐藤、赤田、江戸、
波多野、稲冨、安東、有松、河島、藤本、中村、
太田吉彦、吉田総次郎、谷、大林、江﨑、浜崎、神尾、
緒方、太田信博、高嶋、松尾の諸君
・村上さん、長年、お疲れさまでした。
荒井様
・大林さん、稲冨さん、谷さん、有松さん、広田さんお
世話になります。
柿本君
・６月２４日、小倉駅前アイム（旧コレット井筒屋）の地
下１階に焼きカレーとコーヒーのお店を出店しました。
お近くにお越しの際はどうぞお立ち寄り下さい。
村山君

八幡西ロータリークラブ

2020.7.3 NO.2558

八幡西ロータリークラブ

事務局 御挨拶 村上美恵子様
皆様、長い間ありがとうございました。このようなコロナ禍で
例会で皆様にお会いできないかと思っていましたが、こうし
て最後にお会いすることが出来、嬉しく存じます。皆様とお
別れする時がまいりました。永い間のご厚情に対し心からお
礼申し上げます。皆様と共に私も微力ながらロータリー活動
をしてきたような気がします。永い間の想いが胸一杯に詰
まって、今日は何も言えません。どうぞこれからも、八幡西
ロータリークラブの良いところであります、居心地の良いクラ
ブを更に構築され、ロータリーライフを楽しんで下さい。そし
て、私が無事に勤められたのも例会場をスムースに運営出
来ましたのも、千草ホテルの井上様はじめスタッフの方のお
支えがあったからこそと思います。ありがとうございました。
後は岡田さんにバトンタッチ致します。最後に皆様のご健勝
と八幡西ロータリークラブのご発展を祈念致しまして、私の
ご挨拶と致します。皆様、また逢う日までさようなら。
地区ロータリー財団委員会

委員長岩崎員久君

現在会長の岸野君が５年前の国際奉仕委員長だった際に、１０年
間で会員全員がポールハリスフェローになろうという企画を立ち上
げました。そして、岸野君が会長である今期４月に全員がポールハ
リスフェローになることが出来ました。しかし、これで終わりではなく、
これを機会に、次のポールハリスフェローを目指してください。
インターアクト委員会

委員長正木文久君

しばらく休会だった自由ヶ丘高校の例会が６月３０日（火）から開
催されます。ロータリアンの皆様もご参加くださいと連絡がありまし
た。３年生はこれが最後の例会です。是非参加して下さい。
次に、私事ですが、岩手で仕事を通じてやりたいことがあります。
それを行うために、６月３０日をもって当クラブを退会することにしま
した。１８年間お世話になりました。

＜2020～2021年度 臨時理事会＞
1)2020～2021年7月度例会プログラム
7月3日「会長・幹事就任の挨拶」 会長 谷
良樹 君
幹事 紙上 義全 君
10日クラブアッセンブリ― 各委員会報告
17日「新型コロナウィルスについて」 谷 良樹 君
24日祝日休会
31日クラブフォーラム 自由ヶ丘高校インターアクト生報告
2)今後の例会について 通常通り開催する
3)委員会構成一部変更
インターアクト委員長 永吉大祐会員より三島靖男会員に変更す
る。
地区インターアクト委員も併せて上記のとおりとする。

会長 離任の挨拶
岸野 玲 君
「活動しよう！八幡西ロータリークラブ」を指針として
スタートして以来、委員長並びに各委員の皆様に協力
して頂いた事に深く感謝申し上げます。
今期は、グローバル補助金事業として、タイ、バンコ
クのスリオンRCと共に水道設備及び浄水機の設置を
目指しロータリー財団に申請し、この事業を谷次期会
長に引き続きお願いします。
また、波多野君の大嘗祭についての卓話や神田ガバ
ナー補佐の記念講話、灘谷ガバナーの公式訪問など
が印象深く思い出されます。クラブ行事としては鞘ヶ谷
での観月会のフルート演奏、甲子園での野球部の活
躍、１１８名もの参加があった忘年家族会など、楽しく
過ごさせて頂きました。
コロナ禍の影響で世界中が驚異のどん底に叩きつけ
られています。このような状況ではありますが、ロータ
リアンとして、この難局を乗り越えて行きましょう。
最後になりますが、私を支えてくださった、三島幹事、
事務局の村上さん岡田さん、ありがとうございました。
そして各会員の皆さん、ありがとうございました。これ
からは一会員としてゆっくりくつろいでゆきたいと思い
ます。
幹事 離任の挨拶
三島 靖男 君
今期の事業で大きく記憶にあるのは、若手を集めて
ロータリーについての勉強会を実施したことです。これ
は前期会員増強委員長の稲冨君がやりたかったと言
われたことを私が代わりに行いました。そして、ロータ
リーのことを勉強することは大変重要なことだと感じた
ので、今後も続けて欲しいと考えます。
また、今期はコロナウィルスによる自粛期間を経験し
て、ロータリーの例会が毎週行われるという当たり前
の事が大変重要であるという事が分かりました。皆さ
んに会って打合せをすれば、時間の掛からない事が、
大変時間を要する作業になります。改善するべき事や
経験してきたことを基にして、次期幹事の紙上君に協
力します。
この一年間の幹事としての業務を振り返ると、大変皆
さんにご迷惑をお掛けしたことと思いますが、幹事にな
るよう指名をして頂いた岸野会長に感謝します。この
一年間大変良い経験をさせて頂き、今後も当クラブの
一員として頑張っていきたいと思うことが出来ました。
まだ、私のロータリー人生は続きますので今後とも、宜
しくお願い致します。

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

