第３７回例会記録(通算第 2565 回)
平成 25（2013）年６月３日
6/2 家 族 清 掃 活 動 に 参 加 の 皆 さ ん 、 大 変 お 疲 れ さ ま で し た ！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来訪者紹介
西南ＲＣ 堤

優二様

後藤栄雄様

田上安徳様

山本拓馬様

栗崎

濱田真一様

岸川健太郎様

６/１５ IAC 次期会長・幹事会
＠ユースピア熊本
６/１５．１６ 第２８回地区 RAC 研修会

4.会員卓話 渡邉秀章会員

＠アークホテル
６/２６ 熊本第４グループ会長・幹事・ガ
バナー補佐会＠おく村
21）

井芹愼一郎様

徳永隆正様

剛様

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

清田好彦様

会長報告（浅山弘康君）

4. 熊本中央ＲＣより、創立25周年記念例会・懇親会のお

本日の例会はホテル日航で開催の「平成 25 年度
波の日・情報通信月間

電

記念式典」に出席のため、欠

席とさせていただきました。
「電波の日」とは昭和 25 年に政府専掌であった電波の

礼が届いております。
5. 牛深 RC より、創立50周年記念式典ご出席のお礼が届
いております。
6. ガバナー事務所より、やまだの作文他届いております。

利用が広く国民に開放されたことを記念して設けられ
たもので、国民各層の電波の利用に関する知識の普
及・向上を図るとともに、電波利用の発展に資するこ

出席報告（現王園敏伸君）

とを目的に 6 月 1 日を「電波の日」としたものです。
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

５９名

３９名

67.24％

88.71％

幹事報告（漆島典和君）
1. ガバナー事務所より、2013-14 年度青少年奉仕部門長
の委嘱状が届いております。
2. ガバナー事務所より、第2回全国 IAC 研究会のご案内
が届いております。
3. 荒尾ＲＣより、第29回2013-14年度 IAC 年大会のご案内
が届いております。

出席規定適用免除者
名誉会員

７名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

例会変更のお知らせ

［結婚祝］

○05福祉 RC～早朝清掃の為時間変更
[日

程] ６月１１日（火）

[変更前] １２：３０～
[変更後] ６：３０～
○江南 RC～年祝の為場所変更
[日

程] ６月１２日（水）

[場

所] マリーグレイス

○05福祉 RC～年祝の為時間変更
[日

程] ６月１８日（火）

［誕生祝］

[変更前] １２：３０～
[変更後] １８：３０～
○水前寺公園 RC～慶祝会の為時間場所変更
[日

程] ６月１９日（水）

[変更前] １２：３０～
[変更後] １８：３０～
[場

所] 青柳

○城東 RC～定款に基づき休会
[日

程] ６月２４日（月）

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

●新世代委員会（原 裕一君）
昨日（6/2）家族清掃活動のご報告を致します。
多くの会員とご家族、また RAC・IAC に参加頂きました。あ
りがとうございました。

程] ６月２５日（火）

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] ６月２６日（水）

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] ６月２６日（水）

委員会報告
●親睦委員会（坂本幸樹君）
［結婚祝］
山本

円君

［誕生祝］

6.6

中川順一君

6.3

倉崎保広君

6.15

玉田光識君

6.13

原

裕一君

6.17

齊藤直信君

6.18

吉行邦夫君

6.20

久峨章義君

6.18

馬場

啓君

6.21

濱田定勝君

6.27

工藤青史君

6.30
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●スマイルボックス（坂本研一君）

○鈴木勝志君

○堤 優二様・徳永隆正様・田上安徳様・栗崎 剛様

年祝の方々、11 時からのお参り大変でした。これから益々

岸川健太郎様・井芹愼一郎様・後藤栄雄様・山本拓馬様

お元気で。

濱田真一様・清田好彦様 （西南 RC）
本日は委員会活動の一環として、他クラブでのメーキャッ

○原 裕一君

プ体験（入会 3 年未満対象）という事で、10 名で伺いまし

6/2 家族清掃活動・親睦会への多大なる協力を頂き、あり

た。受入ありがとうございました。ご迷惑をおかけしますが、

がとうございました。不慣れで不備な点や失礼な点が多々

よろしくお願いします。

あったと思いますが、これを反省として頑張りますので、今
後ともよろしくお願いします。

○徳永安徳様 （西南 RC）

Ⅱ

本日はメーキャップさせて頂きます。平素は熊本南 RC の

○星野誠之君

Ⅹ

会員の方々にはタイ山岳民族支援に大変お世話になっ

本日代継宮にて、厄晴れのお祓いをして頂きました。今

ております。今後ともよろしくお願い致します。

年は用心して過ごしましたので、これで晴れてやりたい事
ができます。皆様、今後ともよろしくお願いします。

○堀川貴史君・漆島典和君・吉永彰一君
当クラブへの来訪者西南 RC の会員の皆様を歓迎しま

○髙宮 宏君・齊藤直信君・坂本研一君・馬場大介君

す。

現王園敏伸君・古財良一君・三角雄介君

Ⅵ

5/25 にゴルフコンペを行いました。天気も良かったのです
○久峨章義君・後藤 博君・齊藤直信君・喜讀宣友君
井上雅文君

が、休憩が途中 2 時間あったため、後半はヘロヘロになり

Ⅳ

ましたが楽しかったです。

堤会長、徳永パスト会長他十数名の西南 RC の皆様のご
来訪を歓迎し、スマイルします。

○渡邉秀章君
5 月 26 日（日）第 29 回天草国際トライアスロン大会リレー

○山内昭徳君・原 裕一君・坂本研一君

の部に、当社熊本支社から 3 チーム 9 名が参加しました。

熊本西南 RC の皆様の御来訪心より歓迎致します。タイ・

もちろん私はスイムもバイクもランもとてもダメなので、応援

プロジェクト、大変お世話になります。

団長として総勢 35 名を率いて盛り上げました。素晴らしい
天気の下、3 チームとも無事完走し、トップは 8 位の好成

○漆島典和君

績でした。天草の海と自然に感謝しスマイルします。

本日早朝より、年祝の渕田会員・玉田会員を始め、応援
団の会員の皆様、ご参拝心より感謝致します。重ねまして、

○髙宮 宏君

年祝をお迎えの寿崎会員・渕田会員・玉田会員の御多幸

5 月 29 日の午後 4 時 45 分頃、テレビ４チャンネルを観て

を心よりお祈り致します。

いましたら、スマイル委員長の坂本会員が突然画面に登
場しました。ビックリです！中々いい男に映っていましたよ。

○堀川貴史君

会社案内もばっちりでした。

本日年祝を受けられた先輩方、誠におめでとうございます。
神事に参加できず、申し訳ありませんでした。それから、

○坂本研一君

昨日の熊本南 RC 家族清掃活動に参加させて頂きました。

先週の水曜日、イヤダイヤダと断らせてもらっていたので

社会奉仕・新世代奉仕・広報・RAC・IAC 各委員会のみな

すが、テレビタミンという番組で弊社工場を撮影して頂きま

さまによる、見事なコラボレーションでございました。感謝

した。お昼過ぎから 2 杯くらい焼酎を飲んで緊張を解そう

してスマイル致します。

と思いましたが、小心者の私には 2 杯では足りませんでし
た。次の機会があれば、4～5 杯飲んでから流暢に話そう

○山内昭徳君

と思います。ありがとうございました。

久しぶりに出席しました。本日年祝の御三名様の益々の
ご健勝を心よりお祈り致します。

○三角雄介君
今月は親睦活動月間ということで、委員長として卓話をさ

○杉田辰彦君

せて頂くことになりました。先輩方を前に私が話すことはな

渕田会員（古希）・玉田会員（還暦）おめでとうございます。

いのですが、頑張ります。

ご健勝を心よりお祈り致します。
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○齊藤直信君

【RAC・IACの例会日程について】

久しぶりのホームクラブ例会出席です。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：６月２０日（木）２０：００～

○久峨章義君

場所：西部ガス

前もってごめんなさい。6/9～11 は北海道の釧路に出張し

内容：1 年間を振り返って

ております。100%例会に協力できずに申し訳ないと思って
おります。

○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：６月１９日（水）２０：００～

○田川憲生君

場所：国府高校「大会議室」

今日は他の会議があり、途中で退席させて頂きます。

内容：未定
ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合

会員卓話（玉田光識君）
親睦と私

親睦活動委員長

や生徒の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合も

三角雄介君

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。

６月は親睦活動月間です。
せっかくの機会ですのでロータリーが定義している
親睦活動というものに皆さんも触れてみてください。
また、今年度も残りわずかとなりました。1 年間本当
にお世話になりました。
6/3年祝祈願祭 代継宮にて

【例会予定】
6/17 常任委員長退任挨拶
6/24 会長・副会長・幹事退任挨拶
渕田会員（古希）・玉田会員（還暦）おめでとうございます！

4

