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四つのテスト－言行はこれに照らしてから－

熊本南ロータリークラブ

真実かどうか
みんなに公平か

③
④

好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

ＲＩテーマ

心の中を見つめよう 博愛を拡げるために
Reach Within to Embrace Humanity
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第19回 例会記録(通算第2504回)
平成23（2011）年12月5日

斉唱

今日の例会

国歌 君が代

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
会員卓話

今月･来月の行事
●12/15(木)18:30～親睦・スマイ
ル合同 IM＠ひろのすけ
●1/6(金)12:30～14:00熊本市域
RC 新春合同例会＠キャッスル

例会変更のお知らせ

ロータリーソング

「奉仕の理想」

会長報告（堀川貴史君）

○城東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １２月２６日（月）１２：３０～

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

○グリーンＲＣ～定款に基づき休会

先日１２月３日(土)大分にて、地区財団セミナーが開催さ

[日

時] １２月２６日（月）１８：３０～

れました。当クラブからも多数参加をいただきましてありがとう

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

ございました。詳細についてはご報告いただきますようお願

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

い申し上げます。本日は当クラブの年次総会となっておりま

[日

時] １２月２６日（月）１８：３０～

す。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。例会後は

[会

場] ホテル日航熊本

恒例の年忘れ家族会が行われます。どうぞお楽しみに。以
上、会長報告と致します。

○熊本東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １２月２７日（火）１２：３０～

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

○熊本西ＲＣ～定款に基づき休会
出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回（11/21）
修正出席率

６０名

４１名

74.55％

８４．４８％

出席規定適用免除者
名誉会員

９名

欠席記録免除者 ０名

０名（会員数には含まれません）

[日

時] １２月２７日（火）１２：３０～

[会

場] 全日空ホテルニュースカイ

○東南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １２月２８日（水）１２：３０～

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

○熊本北ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １２月２９日（木）１２：３０～

[会 場] 熊本ホテルキャッスル
＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。
○西南ＲＣ～定款に基づき休会
[日
幹事報告（野口泰則君）
1. ガバナー事務所より、「２７２０地区ロータリー選任卓話者
集団」へのご協力お礼と名簿のお届け。

時] １２月２９日（木）１２：３０～

[会 場] 全日空ホテルニュースカイ
＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。
○城東ＲＣ～新春合同例会に変更
[変更前] １月２日（月）１２：３０～

2. 日本赤十字社より、年末助け合いご協力のお願い。

[変更後] １月６日（金）１２：３０～
[会 場] 熊本ホテルキャッスル
＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。

○グリーンＲＣ～新春合同例会に変更

スマイルボックス（坂本研一君）

[変更前] １月２日（月）１８：３０～

○堀川貴史君・野口泰則君

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

本日は年次総会ならびに年忘れ家族会です。皆様のお

[会

かげで今日の日を無事に迎えることが出来ました。ありが

場]

熊本ホテルキャッスル

＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。

とうございます。

○西稜ＲＣ～慣例により休会
[日

時] １月２日（月）１２：３０～

[会

場] ホテル日航熊本

○寿崎肇君
大阪で第１・２・３ゾーン ロータリー研究会に出席させて

○熊本東ＲＣ～新春合同例会に変更

頂きました。１２月３日２７２０地区 R 財団セミナーに堀川会

[変更前] １月３日（火）１２：３０～

長に乗せて頂き、大変助かりました。ロータリーの友情を

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

感じました。感謝してスマイルさせて頂きます。ありがとうご

[会

ざいました。

場] 熊本ホテルキャッスル

＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。
○熊本西ＲＣ～慣例により休会

○喜讀宣友君・三角雄介君

[日

時] １月３日（火）１２：３０～

本日の年忘れ家族会に参加して頂き、ありがとうございま

[会

場] 全日空ホテルニュースカイ

す。至らぬ点も多々あるかと思いますが頑張りますので、

○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １月４日（水）１２：３０～

[会

場] ホテルニューオータニ

みなさん最後まで楽しんで下さい。
○丸山浩之君・山本円君・石田隆造君・古財良一君

○東南ＲＣ～新春合同例会に変更

今日の日のために４か月練習をしてきました。皆さん、暖

[変更前] １月４日（水）１２：３０～

かい目で見守って、聴いて下さい。みんながハッピーにな

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

るように頑張ります。

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

○熊本北ＲＣ～新春合同例会に変更

○三角雄介君

[変更前] １月５日（木）１２：３０～

３回連続で休んでしまい久しぶりの例会参加になりました。

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

来年は心を入れ替えて頑張ります。

[会

場] 熊本ホテルキャッスル

○西南ＲＣ～新春合同例会に変更
[変更前] １月５日（木）１２：３０～
[変更後] １月６日（金）１２：３０～
[会

本日の合計

10,000 円

今年度の累計

761,690 円

場] 全日空ホテルニュースカイ

○熊本ＲＣ～新春合同例会に変更
[日

時] １月６日（金）１２：３０～

[会

場]

●年次総会

熊本ホテルキャッスル

ロータリークラブ細則第５条第３節により、本日の総会出席

＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。

者数は４１名で会員総数（６０名）の３分の１以上を満たして

○中央ＲＣ～新春合同例会に変更
[日

時] １月６日（金）１２：３０～

[会

場] 全日空ホテルニュースカイ

おりますので、本日の総会は成立しているものと致します。
ロータリークラブ細則第３条第１節に基づき設置された指

＊サインメーキャップはありませんのでご注意ください。

名委員会において、次々期会長の承認を受けました。そし

○熊本東ＲＣ～新春合同例会に変更

て、次々期会長・次期理事・役員を本日の総会にて出席者

[変更前] １月１０日（火）１２：３０～

の皆様の承認を頂きたくご提案致します。

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

次期会長

浅山弘康

[会

次々期会長

野口泰則

次期副会長

中川順一

[変更前] １月１０日（火）１２：３０～

次期幹事

漆島典和

[変更後] １月６日（金）１２：３０～

次期会計

星野誠之

[会

直前会長

堀川貴史

場]

熊本ホテルキャッスル

○熊本西ＲＣ～新春合同例会に変更

場] 全日空ホテルニュースカイ

次期理事 10 名

2

神谷平吉・豊増千鶴男・野田三郎

久峨章義・赤澤剛・原 裕一・今村浩昭・吉原コウイチ

会場のスナップ

三角雄介・坂本研一
ご承認いただける方は拍手をお願い致します。
御賛同頂けましたので、次々期会長・次期理事・役員を承認
致します。
次期の理事役員の紹介は、「年忘れ家族会」にて行いま
す。漆島次期幹事宜しくお願い致します。以上を持ちまして
年次総会を終了致します。

●会長挨拶（堀川貴史君）

●次年度役員紹介（漆島典和君）
次年度会長

浅山弘康君

会長ノミニー
野口泰則君

次年度 理事・役員

3

「オヤジバンド・コンサート」

熊本南ロータリークラブのホームページに写真をたくさん
アップしています。http://www.smate.jp/k-minamirc/
「会員ページ」→「アルバム」 パスワードは事務局までお問
い合わせください。
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