第３回例会記録(通算第 2531 回)
岡村ガバナー公式訪問合同例会（西稜 RC）
平成 24（2012）年 7 月 23 日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来訪者紹介
大分中央 RC ガバナー 岡村泰岳様
ガバナー夫人 岡村三枝子様
熊本中央 RC ガバナー補佐 下川幸一様
大分中央 RC 地区幹事 藤田千克由様
大津高校 校長 緒方一夫様
寿崎奨学生 SON DUONG HOANG 君

岡村ガバナーと「地区スローガン：心をひとつ（ＯＮＥ ＨＥＡＲＴ）」に。

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.常任委員長就任挨拶

7/30 臨時理事会
7/30 クラブ協議会
8/6 臨時理事会
8/6 暑気払い

会長報告（浅山弘康君）
皆さん、こんにちは！7 月 23 日、 本年度 3 回目、通算

ナウンサーと 4 月 14 日に結婚しますとのことでした。

2531 回の例会です。本日は岡村ガバナー公式訪問、そし

その結婚相手が我社の社員でございました。また、

て西稜ロータリーさんとの合同例会です。よろしくお願い致

岡村ガバナーは大分東リトルシニアの球団会長で総

します。改めまして本日のご来訪者をご紹介いたします。

監督をなさっておられる関係でソフトバンクの王会長

岡村ガバナーご夫妻です。 ご来訪、ありがとうございま

も結婚披露宴に出席され、同席をさせていただきま

す。下川ガバナー補佐、藤田地区幹事、西稜ロータリーク

した。大変光栄なことで、改めて感謝を申し上げま

ラブの山角会長、今坂幹事他会員の皆さんです。また、大

す。その時、世間はつくづくと狭いなと感じたしだい

津高校の緒方一夫校長先生にお越しいただいておりま

です。また、悪いことは出来ないなーと思いました。

す。台北大同扶輪社にお世話いただきます、大津高校生

我がクラブも「岡村ガバナー、2720 地区スローガンで

のホームスティの話を頂くことになっております。今日は、本

あります・・・心をひとつ」をテーマに今年度、活動を

当にありがとうございます。心から歓迎申し上げます。先

してまいりますのでよろしくお願いいたします。以上、

日、7 月 19 日 南ローターアクトクラブの例会が行われ、会

歓迎の挨拶と致します。

合に出席いたしました。現在、南ローターアクト会員は 19
名です。例会では、出席者全員の 1 年間の目標であります

幹事報告（漆島典和君）

初心表明があり、和気藹々の会合でした。来年の 3 月 10

1. 別府ロータリークラブより

日が南ローターアクトの 30 周年ということで、30 名の会員獲

創立60周年記念式典のご案内

得を目標に活動していくとのことでした。是非、会員皆さん

２．ロータリー米山記念奨学会より

のご協力をお願い致します。話は変わりますが、岡村ガバ
ナーご夫妻とは、さる 3 月 10 日、熊本で地区大会が開催さ
れ、その夜、「奥村」で懇親会が行われました。その際、岡
村ガバナーご夫妻に初めてご挨拶をもうしあげました。話
の中で、今度、岡村ガバナーの姪御さんが熊本放送のア

「ハイライトよねやま」の送付
３．熊本県暴力追放運動推進センターより
各種資料・ステッカーの送付
４．熊本市地球温暖化防止活動推進センターより
資料・チラシの送付

５．ガバナー事務所より

○熊本東ＲＣ～新入会員歓迎例会の為時間・場所変更

第11回日韓親善会議資料の送付

[変更前] ７月３１日（火）１２：３０～

リスボン国際大会のご案内DVDの送付

[変更後] ７月３１日（火）１９：００～

ロータリー財団地域セミナー資料DVDの送付

[会 場] 居酒屋「肥後の陣屋」

九州北部豪雨お見舞い挨拶の送付

○りんどうＲＣ～夜例会へ変更

６．本田光曠直前ガバナーより

[変更前] ８月２日（木）１２：３０～

九州北部豪雨災害ボランティアのお願い

[変更後] ７月２６日（木）１９：００～

７．台北大同扶輪社より

[会 場] ｢青柳｣

九州北部豪雨お見舞い挨拶の送付

○八代南ＲＣ～合同例会の為日時変更

８．事務局より

[変更前] ８月７日（火）１２：３０～

次週30日の１８：３０～クラブ協議会

[変更後] ８月９日（木）１２：３０～
[会 場] 八代グランドホテル
○八代東ＲＣ～合同例会の為変更

例会変更のお知らせ

[変更前] ８月９日（木）１２：３０～

○りんどう RC～D ボート大会の為時間・場所変更

[変更後] ８月９日（木）１２：３０～

[変更前] ７月２６日（木）１２：３０～

[会 場] 八代グランドホテル

[変更後] ７月２６日（木）１８：００～

○八代南ＲＣ～定款に基づき休会

[場

[日 時] ８月１５日（水）１２：３０～

所] エミナース

プール

○水前寺公園ＲＣ～場所変更

○熊本西南ＲＣ～定款に基づき休会ｓ

[日 時] ７月２５日（水）１８：３０～

[日 時] ８月１６日（木）１２：３０～

[場 所] ダイニングキッチン「九曜杏」

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会

○八代東ＲＣ～親睦会の為時間変更

[日 時] ８月１６日（木）１２：３０～

[変更前] ７月２６日（木）１２：３０～

○熊本中央ＲＣ～定款に基づき休会

[変更後] ７月２６日（木）１８：３０～

[日 時] ８月１７日（金）１２：３０～

[会 場] 八代ホワイトパレス

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会

○八代南ＲＣ～定款に基づき休会

[日 時] ８月３０日（木）１２：３０～

[日 時] ７月３１日（火）１２：３０～

2

出席報告（現王園敏伸君）

国歌・ロータリーソング
ソングリーダー
喜讀宣友君

会員数

出席数

出席率

前々回（1/16）
修正出席率

６０名

４０名

79.31％

９３．１０％

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

委員会報告
ガバナー公式訪問合同例会の為省略

国歌・ロータリーソング斉唱

大津高校校長
緒方一夫様

岡村ガバナーと西稜 RC 山角会長

寿崎奨学生（先週欠席） SON DUONG HOANG 君（ベトナ
ム）

岡村ガバナーへ バナー贈呈

3

ガバナー公式訪問 熊本南・熊本西陵RC合同例会
スマイルボックス（坂本研一君）
ガバナー公式訪問により全員スマイル

ガバナーアドレス

○熊本第 4 グループガバナー補佐下川幸一様 Ⅱ
ガバナー公式訪問に当たり、熊本南 RC、熊本西稜 RC 会

※ガバナー月信をご参照下さい。

員一同の更なるご活躍を心より祈念申し上げます。本日
はよろしくお願い申し上げます。
○濱田定勝君
岡村ガバナーのご来訪を心よりお喜び申し上げます。私
が地区新世代委員長時代にローターアクトご出身の貴方

【例会予定】

が地区インターアクト委員長として熱心に情熱を込めて青

８月６日（月）

少年の夢と育成について語られたお姿が目に浮かびます。

８月１３日（月） 定款により休会

これからも日本の伝統と歴史を大切にする誇り高き青少年

８月２０日（月） 会員卓話 濱田定勝君

たちの育成に益々貢献されることを祈念してスマイル致し
ます。
○工藤青史君
皆さんこんにちは。工藤です。本日は福岡で所用があり、
例会を欠席しております。7 月 19 日の熊本南ローターアク
トクラブの例会に、熊本南ロータリークラブから浅山会長、
漆島幹事はじめ多くの方々にご出席いただきましてありが
とうございました。熊本南ローターアクトクラブも今年度は
30 周年を迎えます。30 周年記念行事や OB 会の設立に
向け、広瀬新会長の元、更なる会員増強にも取り組んで
いく所存です。今後とも熊本南ロータリークラブの更なるご
支援をお願い申し上げます。
○吉本栄一君
杉田会員の叙勲のお祝いにスマイルします。
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会員卓話 平尾 豊幸君

