第１９例会記録(通算第 2547 回)
平成 24（2012）年１２月３日

年忘れ家族会

家族対抗カラオケ大会 大変盛り上がりました！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.会員卓話 川越会員

来訪者紹介
タレント 右田昌子様
熊本南 RAC 広瀬 祐樹君（久峨税理士事務所）
熊本南 RAC 金森 雄気君（久峨税理士事務所）
熊本南 RAC 伊藤 宏和君（損保ジャパン）
熊本南 RAC 山田 佳澄君（西部ガス）
熊本南 RAC 西見 隆宏君（西部ガス）
熊本南 RAC 松本 千尋君（熊本託麻台病院）
熊本南 RAC 冨永 藍香君（ツカサ創研）
熊本南 RAC 新宅 亮介君（㈱熊本放送）
熊本南 RAC 石原 康司君（日興証券）
熊本南 RAC 松崎 航君（NTT 西日本）
寿崎奨学会 SON DUON HOAN 君
寿崎奨学会 畢露超君
寿崎奨学会 李争徽君
寿崎奨学会 葉夌君

１２/１７ 職場訪問＠九州クラフト
１/８ 新春合同例会

会長ノミニーに田川会員を推薦し、歴代会長会のご了解
を頂きました。なお、例会後の総会で承認を頂く手順となり
ます。今日は「家族会の日」でもあります。十二分に楽しん
でいただければ幸いです。
以上、会長報告とします。
幹事報告（漆島典和君）
１．熊本市国際交流会館より
12月催し物のご案内
２．熊本市より
市電緑のじゅうたんだより
例会変更のお知らせ
○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １月２０日（水）１２：３０～

[場

所] ニューオータニ

＊メーキャップ無し
会長報告（浅山弘康君）
12 月 3 日 本年度 19 回目、通算 2,547 回目の例会です。

○江南ＲＣ～合同例会の為日時・場所変更

12 月は家族月間です。本日の家族会には、寿崎奨学会か

[変更前] １月９日（水）１２：３０～

ら 4 名の奨学生が参加いただいております。また、ローター

[変更後] １月８日（火）１８：３０～

アクトからは 11 名の参加です。心から歓迎いたします。

[場

会長報告です。先日、11 月 26 日 13：30 から歴代会長会を
開かせていただきました。議題は会長ノミニーの件です。

所] キャッスル

○水前寺公園ＲＣ～クリスマス親睦会の為時間変更

○永井富士雄君

[変更前] １２月１９日（水）１２：３０～

先週 29 日の木曜日 RKK テレビ夕方いちばんの番組の中

[変更後] １２月１９日（水）１８：３０～

で「くまもとの社長・魚離れを止めろ！鯛で○○を作る社

[場

長」というタイトルで 5 分ほど放映を頂きました。夕方のゴ

所] 未定

ールデンタイムの時間とあって大きな反響がありました。昨
○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

日の田崎市場感謝祭でも多くの人に知って頂きました。浅

[日

時] １２月２６日（水）１８：３０～

山会長をはじめ多くの人に感謝しスマイルします。（鯛の

[場

所] メルパルク

○○は鯛の生ハムです）
○田川憲生君

○八代東ＲＣ～定款に基づき休会
[日

今夜の年忘れ家族会は他のスケジュールと重なり欠席致し

時] １２月２７日（木）

ます。誠に申し訳ありません。歌いたかったのですが・・・。

○福祉ＲＣ～家族会の為時間変更

●年次総会

[変更前] １２月４日（火）１２：３０～

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

[変更後] １２月４日（火）１８：００～

者数は 41 名で会員総数（６2 名）の３分の１以上を満たし

[場

ておりますので、本日の総会は成立しているものと致しま

所] 火の国ハイツ

す。
○福祉ＲＣ～清掃活動の為時間変更

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

[変更前] １２月１１日（火）１２：３０～

名委員会において、次々期会長の承認を受けました。そ

[変更後] １２月１１日（火 ）７：００～

して、次々期会長・次期理事・役員を本日の総会にて出

[場

席者の皆様の承認を頂きたくご提案致します。

所] 運動公園

○福祉ＲＣ～定款に基づき休会

次期会長

野口泰則

[日

次々期会長

田川憲生

次期副会長

堀川貴史

次期幹事

今村浩昭

次期会計

玉田光識

直前会長

浅山弘康

時] １２月２５日（火）１２：３０～

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

６２名

４１名

73.21％

８６．４４％

次期理事 10 名 野田三郎 塚本侃 久峨章義 後藤博
喜讀宣友 赤澤剛 坂本研一 三角雄介

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

星野誠之 山本円

０名（会員数には含まれません）
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
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

スマイルボックス（坂本研一君）

す。今村次期幹事宜しくお願い致します。以上を持ちまし

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君

て年次総会を終了致します。

当クラブへの来訪者南 RC 夫人の会、RAC、寿崎奨学会の
皆様を歓迎致します。

家族会

○寿崎肇君
東京お台場で 11 月 26 日ロータリー財団のセミナーに出席。
11 月 27 日 RI 田中会長とウィルキンソン R 財団管理委員
長の歓迎晩さん会に出席。11 月 28 日と 29 日第 41 回第
1.2．3 ゾーンのロータリー研究会で勉強させて頂きました。
この 4 日間ロータリーの素晴らしさを改めて勉強させて頂
きました。我々もっとロータリアンとして自信と誇りを持つべ
きと強く感じました。報告は次週にさせていただきます。あ
りがとうございます。

2

3

【例会予定】
12/17 外部卓話 井手眞司様
（熊本市動物愛護センター愛護係長）
12/24 休会
12/31 休会
【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：１２月２１日（金）２０：００～
場所：未定
内容：忘年会
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：１２月５日(水) １６：００～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生
徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。
ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。
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