
 

 

 

第１０例会記録(通算第 2538 回) 観月会 

平成 24（2012）年９月２４日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来訪者紹介   

寿崎奨学生 葉夌君   

寿崎奨学生 畢露超君  

寿崎奨学生 李争徽君  

寿崎奨学生 SON DUON HOAN君 

熊本南 RAC 会長 廣瀬祐樹君 

熊本南 RAC 副会長 松本千尋君 

熊本南 RAC 幹事 山田佳澄君 

熊本南 RAC 宮成恵子君  

熊本南 RAC 金森雄気君  

熊本南 RAC 冨永藍香君  

熊本南 RAC 村上敬輔君  

熊本南 RAC 石原康司君  

熊本南 RAC 朝倉宏介君 

熊本南 RAC 前好海君 オハイエくまもと会長 入部祥子様 

熊本南 RAC 新宅亮介君 [コンサート演奏] 

熊本南 RAC 西見隆宏君 田尻久富様 

熊本南 RAC 亀田秀和君 大林由紀様 

熊本南 RAC 松崎航君 仲田由美様 

熊本南 RAC 伊藤義之君 

 

 

 

 

 

 １０/２０ R 全国囲碁大会 

１０/２６ 市域会長・幹事会 

 

 

生を増員することを目的としたものでした。2720 地区

の米山奨学会の寄付は平均で、会員＠約 5,300 円

弱、熊本南ロータリークラブの寄付は（2012－13 年

度）＠5,000 円から＠6,000 円にアップ＋100 万ドル

食事分となっています。（理事会承認済）各クラブは

寄付の増額に協力を、とのことでした。以上会長報

告です。 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．熊本県暴力追放運動推進センターより 

  第77回民事介入暴力対策熊本大会・第24回熊

本県暴力追放県民大会のお知らせ 

２．熊本城マラソン事務局より 

  ボランティア記名用紙の送付 

３．米山奨学会より 

中国米山学友会総会延期のお知らせ  

ハイライト米山の送付 

４． 熊本中央RC より 

第4回熊本中央 RCチャリティゴルフコンペのお

知らせ 

５．幹事より 

  クールビズ終了のお知らせ（9月いっぱい、１0月

からは通常） 

 
 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

本年度 10 回目、通算 2538 回目の例会です。本日の例会

は昼から夜へ変更、例会終了後引き続き「観月会」となりま

す。本日の来訪者です。寿崎奨学生の熊本大学 葉リョウ

さん、県立大学 畢露超さん、ルーテル大学 李争徽さん、

崇城大学ＳＯＮ ＤＵＯＮ ＨＯＡＮさんの皆さんです。心か

ら歓迎いたします。また、今日の「観月会」でコンサートをお

願いいたしました「オハイエ」の皆さん、それから廣瀬会長

を始めとしました 15 名の熊本南ローターアクトクラブの皆さ

んです。ご参加ありがとうございました。以下、会長報告で

す。今日は先日、9 月 17 日 パレアで開催されました米山

奨学会セミナーの報告です。稲留委員長と浅山が参加い

たしました。セミナーは米山奨学会の寄付金を増し、奨学 

 

今年の観月会もホテル日航チャペルでのコンサート感動しました！ 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4 外部.卓話 松藤陽子様 

（阿蘇白水郷美術館 館長）  
 



 2 

例会変更のお知らせ 

○西稜ＲＣ～月見の会の為場所変更 

[日 時] １０月１５日（月）１８：３０～ 

[場 所] 日本料理「おく村」 

 

○熊本西ＲＣ～定款に基づき休会 

[変更前] １０月３０日（火）１２：３０～ 

 

○りんどうＲＣ～時間・場所変更 

 [変更前] ９月２７日（木）１８：３０～ 

[変更後] ９月２７日（木）１２：００～ 

[場 所] エミナース 

 

○菊池ＲＣ～職場訪問の為時間・場所変更 

[日 時] １０月１１日（木） 

[場 所] 佐賀・福岡方面 

 

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動の為時間・場所変更 

[変更前] １０月１０日（水）１２：３０～ 

[変更後] １０月７日（日）１２：３０～ 

[場 所] 江津湖・水前寺公園 

 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問の為場所変更 

[日 時] １０月１７日（水）１２：３０～ 

[場 所] コンパスポイント 

 

○八代東ＲＣ～早朝例会の為時間・場所変更 

[日 時] １０月１１日（木）６：３０～ 

[場 所] 延崇寺 

 

○玉名ＲＣ～ 

[日 時] ９月２７日（木）１８：００～ 

[場 所] さつき別荘 

 

○八代東ＲＣ～姉妹クラブ招待の為時間・場所変更 

[変更前] １０月１８日（木）１２：３０～ 

 [変更後] １０月２０日（土）１２：３０～ 

[場 所] 八代ホワイトパレス 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（三角雄介君） 

■□■ 浅山会長年度 ゴルフ愛好会コンペ ■□■ 

201２年９月１４日（日） 

あつまるレークカントリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊4 位以下のお名前はご名誉のため省略致します。 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君 

当クラブへの来訪者、熊本南 RAC、寿崎奨学生の皆様、

オハイエの皆様を歓迎致します。どうぞ、観月会をお楽し

みください。 

 

○渕田俊郎君・永井富士雄君・玉田光識君・渡邉秀章君・

三角雄介君・元田亮一君 

寿崎奨学生の皆さんとローターアクトの皆さんの例会・観

月会の来訪を心から歓迎します。美味しい料理と素敵な

出席報告（現王園敏伸君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６１名 ４０名 71.43％ ８６．２１％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

順

位 

  アウト イン グロス ﾊﾝﾃﾞｨ ﾈｯﾄ 

1 ☆坂本研一☆ ４４ ５０ ９４ 21.6 72.4 

2 豊増千鶴男 ４１ 4６ ８７ 14.4 72.6 

3 井上雄一朗 ４２ ４２ ８４ ８．４ 75.6 

4   ４９ ５２ 101 25.2 75.8 

5   ４６ ５４ 100 22.8 77.2 

6  ４７ ４４ ９１ 13.2 77.8 

7   ４９ ４６ ９５ 16.8 78.2 

8   ４８ ５５ 103 24.0 79.0 

9   ６２ ５５ 117 36.0 81.0 

10   ４５ ５１ 96 14.4 81.6 

11   ５０ ６５ 115 30.0 85.0 
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音楽を題材にコミュニケーションを深めましょう。思い出の

一日になるよう、楽しく過ごしましょう。 

 

○現王園敏伸君 

寿崎奨学生と熊本南ローターアクトクラブの皆様を歓迎致

します。今日は一緒に月見を楽しみましょう。 

 

○田川憲生君 

観月の会をホテル日航で開いて頂き、社長としてとても嬉

しく思います。スタッフ一同頑張ります。 

 

○寿崎肇君 

先日は沖縄で商業界九州沖縄連合同友会主催の商業界

ゼミナールを行いました。参加人員 600 人。講師の中にこ

の 20年何をしたかしなかったことが 56兆円の購買力を落

とした。と。わくわくする毎日の商売をせよ。と。主催者の

連合同友会会長として素晴らしいゼミナールを催すことが

出来て感謝いたします。ありがとうございました。 

 

○木村弘訓君 Ⅴ 

9月 22日長女の友紀の結納を当ホテル弁慶にて行いまし

た。お祝いを形にしてスマイル致します。 

 

○野田三郎君 

9月 23日―20日（8日間）ISBC（中小企業国際会議）出席

の為南アフリカヨハネスブルグに行ってきました。無事帰

国できましたのでスマイルします。 

 

○髙宮 宏君  

先週の 16 日の藤崎宮秋の例大祭はあいにくの雨でした

が、濟々黌の 10 年ぶりの復活で久し振りに盛会でした。

私は 38年飾り卸と本番と、35回OB連合会前夜祭に参加

してます。 

 

○渡邉秀章君 

本日、大阪出張に出発するため、観月会の途中で退席さ

せて頂きます。寿崎奨学生の皆さんやローターアクトの皆

さんと懇親を深める絶好の機会にすみません。出発時間

までたくさんコミュニケーションを取って有意義に過ごした

いと思います。お詫びのスマイルです。 

 

○ゴルフ愛好会 浅山弘康君・豊増千鶴男君・渕田俊郎君・

工藤青史君・坂本研一君・馬場大介君・井上雄一朗君・井

上雅文君・古財良一君・吉行邦夫君・三角雄介君 

9 月 14 日のゴルフコンペは素敵な天気と素敵なメンバー

に恵まれ楽しいコンペとなりました。次回もたくさんのメン

バーでラウンド出来ることを祈ってスマイルします。 

 

○坂本研一君 

9 月 14 日のゴルフコンペは素敵な天気と素敵なメンバー

に恵まれ、優勝することが出来ました。次回も連続優勝目

指して精進します。 

 

観月会 

熊本南 RACの皆さん 

寿崎奨学生の皆さん 

 

オハイエ 

くまもと 

会長 

入部祥子様 

 

 

 

 

 

乾杯の音頭 

（野田三郎君） 
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コンサート 

 

 

 

 

 

【例会予定】    

１０月８日（月) 祝日に付き休会 

１０月１５日(月) 米山奨学生卓話 ブ・チェン・ゴク君 

１０月２２日(月) 外部卓話 濱田龍郎様 

（九州ラーメン党理事長） 

 


