
WEEKLY  REPORT

The Rotary Club of Yahata West Japan

2020. 9. 11 NO.2566 八幡西ロータリークラブ

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

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」

次回例会のお知らせ ９月１８日（金） 「 北九州建築タカラ箱 」
（株）古森弘一建築設計事務所

代表取締役 古 森 弘 一 様

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

出席報告

例会食事カロリー １，０９０Kcal

・会員数 ４７名
・当日の出席者 ３８名
・ゲ ス ト数席者 ０名
・ビジター数 ０名
・会員出席 ８０．８５％
・前々例会の修正出席率 ９１．４９％

Rotary Opens
Opportunities

本日の例会 ２０２０年９月１１日(金）

前例会の記録 ２０２０年９月４日(金)

１．ロータリーソング “ 四つのテスト "
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．祝誕生 川 越 和 宣 君 Ｓ５２年９月１０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 「“ 合唱組曲北九州 ”の感動を ! 」

合唱組曲北九州をうたう会 会長 鹿毛 浩之 様
（元 九州工業大学副学長）

会長の時間 会 長 谷 良樹 君

先週は、ガバナー公式訪問に多数のご参加を頂き、あり
がとうございました。例会後、ガバナーと会長、幹事、岩崎
さんと懇談会を行いました。その際、当クラブの問題点は
ありませんが、コロナが再度流行した時には例会の開催
には十分に考慮するようにとお話がありました。方法とし
て、リモートでの例会を一ヵ月に一度開催することを計画
する。また、リモートに不慣れな方には事前練習を実施す
ることがあると伺いました。

委員会報告

インターアクト委員会 委員長 三島 靖男 君

本日、17時よりインターアクトの例会が行われます。会
員LINEに事前にお知らせを投稿しますので、是非、ご参
加ください。

お誕生日おめでとうございます

舟木 和博 君 昭和43年９月４日生

52歳になりました。昨年、51歳になった際に「友人を選
ぶ」と申し上げましたところ、「私はその中に入っているん
ですね」と確認をされました。1年経って、周りの友人を見
たときに、私は恵まれているなと思っています。この52歳
という年は、環境も変わりましたのでしっかりしないといけ
ないなという想いを新たにしています。色々と皆様にご指
導を頂けると嬉しいと思います。
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【ニコニコボックス】
・「ロータリー情報について」 ロータリー情報委員長
赤田君よろしくお願いいたします。
三島、伊豆、江藤、吉田 浩二、浜崎、坂本、八尋、安東、
井口、 赤田、稲冨、柿本、谷、山口、是此田、藤村、
中村、小嶋、神尾、髙嶋の諸君

・誕生自祝 舟木和博君

・早退おわび 金久保君

本日の卓話

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

会員増強・ロータリー情報をテーマとする「クラブフォーラム」
として卓話をさせて頂きます。今年は、例年開催される地区
協議会・研修会、また担当委員長を対象とする勉強会・セミナ
ーもすべて中止となり、情報が少ない中でのクラブフォーラム
となり申し訳ありません。

まず、会員拡大の件です。当クラブでは現在会員数が47名
となっています。ガバナーからは、会員数50名未満のクラブは、
純増1名という拡大目標を与えられており、当クラブの年初の
会員数が48名で、これから皆様の協力により最低2名の新会
員の獲得に努めていきたいと考えています。

地区会員増強委員会からは、会員増強にあたり重点項目
として、「女性会員の拡大」及び「若い方々へのアプローチ」
という2つの点が挙げられています。

現在の女性会員比率は、世界全体では23.68%、日本国内で
は7.04%、2700地区では6.24%、第3グループでは5%という現状
です。第3グループでは、八幡西RCと飯塚RCがまだ0人となっ
ています。

2700地区では「若い方々へのアプローチ」の一つとして、青
年会議所（JC）九州地区福岡ブロックとの「地域活性化包括
連携に関する合意書」の締結や、平均年齢34歳という衛星ク
ラブ（福岡東令和あけぼのクラブ）の設立などが行われていま
す。地区の会員増強委員会では、会員基盤向上のアクション
として、クラブの多様化、多様性に富んだ会員の受け入れな
どを通じ、クラブの活性化を図り、会員増強に繋げていきたい
と考えています。

会員の皆様へは「My Rotary」への登録をお願いしたいと思
います。今期の古賀ガバナーの「6つの重点目標」の第1番とし
て「My Rotaryの登録・活用」が挙げられています。当クラブで
は、まだ25%程度の登録者しかいないようです。ご協力をお願
いいたします。

またロータリーに関する貴重な情報源として「ロータリー文庫」
のホームページを活用して下さい。「ロータリー文庫」は日本ロ
ータリー50周年記念事業の一つとして1970年に設立された資
料室です。ロータリー関係の貴重な文献や資料など、2万余点
を収集・整備し備えております。ロータリー文庫WEBサイトでは、
2020年7月から文献の公開のため、ロータリー会員限定となり
ます。12月頃までに、約5000件
のPDF資料を公開予定です。
閲覧に必要な「ログインID」、
「パスワード」は本日配布して
いる資料をご参照ください。

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
９月１日から、１ドル１０６円に変更となりました。

（従来、１０５円）
２）例会臨時変更のお知らせ
★小倉ＲＣ

９月１１日（金）休会
★小倉西ＲＣ

９月１７日（木）１８:３０～小倉飯店
★小倉中央ＲＣ

９月２８日（月）１８:３０～リーガトップ
★小倉東ＲＣ

９月３０日（水）休会
★小倉南ＲＣ

９月２９日（火）１８:３０～松柏園ホテル
★八幡中央ＲＣ

９月１４日（月）休会
★若松中央ＲＣ

９月２３日（水）１８:３０～場所未定
９月３０日（水）休会

★戸畑東ＲＣ
９月７日（月）休会

★遠賀ＲＣ
９月２２日（火）休会

＜９月度定例理事会 議事録＞
開催日 ２０２０年９月４日 １３:３０～千草ホテル

【 議 題 】
１）１０月度例会プログラムについて

２日 卓話「北九州ファション協会」とは？
新北九州ファッション協会・Kfa

ＣＥО 池浦博文 様
９日 次年度副会長選出のための「指名委員選出」
１６日 卓話「花火の歴史と楽しみ方」

（株）ワキノアートファクトリー
代表取締役 脇野正裕 様

２３日 クラブフォーラム（米山月間に因んで）
国際ロータリー第２７００地区
米山記念奨学委員会 委員長 島 信英 君

３０日 職場訪問開催。
コロナにより中止。
卓話 職業奉仕委員会担当。

＜上記承認＞
２）2020～2021年度ロータリーリーダーシップ研究会

（ＲＬＩ） ディスカッションリーダー（ＤＬ）研修会に
ついて

本クラブとしては、推薦者、希望者がいれば対
応。現段階では、様子をみる事とする。

＜承認＞
３）熊本豪雨災害支援金について

次回例会時に、各会員に支援金のお願いをす
る。 ＜承認＞

４）その他
９月２５日の卓話の時間に故舟木義治会員を
偲ぶ会を行う。 ＜承認＞
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