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2020～2021年度

会 長 谷 良樹

副会長 波多野正信

幹 事 紙上 義全
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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 ７月２日（金）
「会長・幹事就任の挨拶」 ２０２１～２０２２年度 会長 波多野正信 君 幹事 金久保 和 君

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 １，１８０Kcal

会員数 ４６名

当日の出席者数 ３７名

ビジター数 ０名

会員出席率 ８０．４３％

前々例会の修正出席率

１００％ (４月２５日)

Rotary Opens
Opportunities

本日の例会 ２０２１年６月２５日(金）

前例会の記録 ２０２１年５月７日(金)

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 吉田 浩二 君 S４５年５月１６日

波多野正信 君 S３４年５月１９日
有松 稔晃 君 S３９年５月１９日
八尋 生義 君 S３１年６月 ７日
吉田総次郎 君 S３０年６月１０日
小嶋 一碩 君 S１８年６月１３日
緒方 忠 君 S３９年６月１６日
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」

2020～2021年度 会長 谷 良樹 君
2020～2021年度 幹事 紙上義全 君

会長の時間 谷 良樹 君

先日の2700地区地区大会はYouTubeで視聴した方も
いらっしゃると思います。当クラブからは岩崎君に出席
して頂きました。当クラブは、ガバナー特別賞を受賞し
ました。また永年皆勤35年を井上俊司君、30年を江戸
達也君、浜崎 靖君が受賞しました。
次に、今後、コロナ禍における緊急事態宣言が発令さ
れた場合、例会の開催をどのようにするかを、皆さん
のご意見も参考にして理事会で決定します。

同好会報告

ゴルフ同好会 松尾 和典 君

コンペの優勝者を発表します。
1月17日（日） 優勝者 江﨑嘉春 君
4月29日（祝） 優勝者 富田 稔 君
次回は、6月20日（日） 古賀ゴルフ・クラブです。
今季最後の取きり戦です。

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10分より自由ヶ丘高校で、インターアクト
の例会があります。お時間があれば参加して下さい。

お誕生日おめでとうございます

谷 良樹 君 昭和38年5月1日

58歳になりました。鹿児島の大学に行っている娘は
帰ってきましたが東京の娘は帰省は難しかったです。

当日は家で食事と良いワインを飲みすぎたので、そ
の辺の記憶はありません。
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2020～2021年度 ５月度 定例理事会 議事録

開催日 ２０２１年５月７日（金） １３：３０～千草ホテル

＜議 題＞
１）２０２０～２０２１年６月度例会プログラムについて
・６月 ４日 「卓話」 日本年金機構 八幡年金事務所課長

１１日 「卓話」 （未定）
１８日 クラブアッセンブリー

２０２０－２０２１年度各委員会活動実績報告
２５日 ２０２０－２０２１年度 会長・幹事 離任の挨拶

＜上記承認＞
２）そ の 他

・ 緊急事態宣言中の例会は休会とする。（５月１２日～
３１日まで） ＜承認＞

クラブアッセンブリー

地区大会の報告 岩崎 員久 君

国際ロータリー第2700地区2020～2021年度の地
区大会は2021年4月25日(日)に柳川市民文化会館

「水都やながわ」にて開催されました。テーマは日本
のロータリー100周年に因んで「新しいロータリーは
機会の扉を開く」でした。RI特別講師講演は、元国際
ロータリー理事の北清治氏（RID2770 浦和東）で、
「主役はクラブ」適応力を高めアイデアを行動に移す、

特別講演は、京都大学名誉教授本庶佑氏（ノーベル
医学賞受章者）の「がん免疫治療の新展開」を来訪
して頂き講演予定でしたが、コロナ禍により急遽ビデ
オ出演となり、後日DVDで公開予定となりました。記

念講演は、歴史家・作家の加来耕三氏に「歴史に学
び未来を読む」を講演頂きました。

印象に残った内容としては、
鳴かぬなら鳴くまで待とう 徳川家康
鳴かぬなら殺してしまえ 織田信長

これは後日作られた逸話であり真実は逆である。そ
の根拠は家康は祖父、父とも背後から襲われ共に
25歳で絶命している。家康自身も幼少時人質となっ

ているゆえに、常に死の恐怖と闘い非常な短気な性
格になっている。関ヶ原の合戦も奇襲攻撃をかけて
いる。一方、信長は奇襲攻撃を掛けたのは桶狭間
の戦いのみ。以後の合戦は用意周到に準備をして
いる。徳川家が300年続いたのは二代将軍秀忠の
殊勲によるものであると言われています。

ガバナー特別表彰は２クラブだけであり当八幡西
ロータリークラブは、ポールハリスフェロー100％達
成クラブとして表彰されました。

幹事報告 幹事 紙上 義全 君

1） 例会臨時変更のお知らせ
★小倉ＲＣ
１）ロータリーレート変更のお知らせ
５月１日から１ドル１０９円に変更になりました。

（従来１１０円）

２) ２０２１年バーチャル国際大会のオンライン
登録開始のお知らせ
各個人の登録が必要です。
米国中部時間５月７日午後11:59までは49米ドル、
以降は65米ドルです。
詳細につては、事務局へお問い合わせください。

３）例会臨時変更のお知らせ
★若松中央ＲＣ
５月１２日（水）、２６日（水）
ホテルルートイン北九州若松駅東 ⇒ 旧古河鉱業
若松ビルに会場変更
５月１９日（水）、６月２日（水）、９日（水）
ホテルルートイン北九州若松駅東 ⇒ クレカ若松
に会場変更

※メークアップのサイン受付ありません。
★飯塚ＲＣ
６月２９日（火）休会
★直方ＲＣ
５月１３日（木）、２０日（木）、２７日（木）休会

【ニコニコボックス】

・本日の卓話 地区大会の報告宜しくお願いします。
坂本、江﨑、井上、伊豆、浜崎、吉田浩二、三島、
八尋、是此田、小嶋、井口、柿本、安東、江戸、稲冨、
藤村、藤本の諸君

・誕生自祝 谷 良樹 君
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