第１６回例会記録（通算第 2625 回）
平成 26（2014）年１２月１日

今 年 も大 変 賑 やかな年 忘 れ家 族 会 でした！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

１２/８ 本音で語り合う企業経営の勉強会
＠県民交流館 パレア・バル Hironosuke
１/６ 熊本市域 RC 新春合同例会

4.第 3 回ビジネス例会 園田修司君
坂本幸樹君

＠ホテルキャッスル
１/１３ 新年会＠新茶家

中川恵美里様・鬼海奈々様・藤岡秀和様
（熊本南 RAC）
須藤圭太君・西中彰平君・村上慶輔君・西見隆弘君
大河正和君・末永淳悟君・中川友美君・坪倉佑輔君
北 一陽君・高野 翼君・秋山稔樹君・大塚一翼君

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんばんは。本日は例会・年次総会のあと、恒例

前 好海君

の年忘れ家族会を開催いたします。さて、本日会場入りし

（寿崎奨学生）

まして非常に嬉しかったのは、野口泰則直前会長にお会

章 丹芬君・劉 春燕君・于 昆侖君・孫 文静君

いできたことです。無事退院されまして心よりよかったと思

李 争徽君・盧 一卉君・朴 珍河君

います。67 日間入院されていたとのことですが、顔色も大

Nguyen.Van.Hung 君

変良く安心いたしました。決して無理はなさらず、ゆっくりお

会員ご家族の皆様

元気になっていただきたいと思います。先程も申しました
が、本日は年忘れ家族会がございます。総勢 111 名の参
加予定となっております。また、12 月は家族月間です。家
族会を通じて、広く深く、更なる友情と尊敬しあえる関係を
築くひと時になればと思います。

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
５９名

出席数
３９名

出席率

前々回
修正出席率

75.00％

７９.２５％

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 4名

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

幹事報告（喜讀宣友君）
1.熊本中央 RC より「第6回熊本中央ロータリークラブ
チャリティゴルフコンペ参加の御礼並びにご報告」
が届いております。
2.第2720地区 小山ガバナーより「RYLA セミナー開催並
びに動員願のご案内」が届いております。参加希望
の方は事務局までお知らせください。詳細をお渡し
します。

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

例会変更のお知らせ

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

○りんどうＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

[日

[変更前] 12月4日（木）１3：00～

○中央ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

[変更後] 12月4日（木）未定

[変更前] 12月30日（月）１2：30～

［場 所］ 惣領迅社周辺

[変更後] 12月26日（金）１8：30～

○西稜ＲＣ～親睦会のため日程変更

［場 所］ ロシア料理 ボルガ

[変更前] 12月8日（月）１8：30～

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会

[変更後] 12月10日（水）18：00～

[日

○江南ＲＣ～親睦会のため日程変更

○江南ＲＣ～定款に基づき休会

[変更前] 12月10日（水）１8：30～

[日

[変更後] 12月13日（土）１5：00～

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

［場 所］ 未定

[日

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

[変更前] 12月10日（水）１8：30～

[日

[変更後] 12月14日（日）１3：00～

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会

［場 所］ 益城町総合体育館

[日

○城東ＲＣ～親睦会のため時間変更

○中央ＲＣ～定款に基づき休会

[変更前] 12月15日（月）１2：30～

[日

[変更後] 12月15日（月）１8：30～

○西稜ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

○東ＲＣ～親睦会のため時間変更

[変更前] 1月5日（月）１8：30～

[変更前] 12月16日（火）１2：30～

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

[変更後] 12月16日（火）１8：00～

［場 所］ ホテルキャッスル

○05福祉ＲＣ～親睦会のため時間変更

○江南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

[変更前] 12月16日（火）１2：30～

[変更前] 1月7日（水）１2：30～

[変更後] 12月16日（火）１8：00～

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

○東南ＲＣ～親睦会のため時間変更

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更前] 12月17日（水）１2：30～

○平成ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

[変更後] 12月16日（火）１8：30～

[変更前] 1月7日（水）１2：30～

○水前寺公園ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

[変更前] 12月17日（水）１2：30～

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更後] 12月17日（水）１8：30～

○りんどうＲＣ～合同例会のため日程場所変更

［場 所］ 未定

[変更前] 1月8日（木）１3：00～

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

[変更前] 12月18日（木）１3：00～

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更後] 12月18日（木）１9：00～

○西南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

［場 所］ 未定

[変更前] 1月8日（木）１2：30～

○菊南ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

[変更前] 12月24日（水）１2：30～

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更後] 12月24日（水）１8：30～

○中央ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

［場 所］ 未定

[変更前] 1月9日（金）１8：30～

○水前寺公園ＲＣ～昼例会のため時間変更

[変更後] 1月6日（火）１2：30～

[変更前] 12月24日（水）１8：30～

［場 所］ ホテルキャッスル

[変更後] 12月24日（水）１2：30～

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

○りんどうＲＣ～定款に基づき休会

[変更前] 1月22日（木）１3：00～

[日

[変更後] 1月22日（木）未定

程] 12月25日（木）１9：00～

○中央ＲＣ～親睦会のため時間変更

程] 12月29日（月）１8：30～

程] 12月30日（月）１2：30～
程] 12月31日（水）１2：30～
程] 12月31日（水）１2：30～
程] 12月31日（水）１2：30～
程] 1月1日（木）１3：00～
程] 1月2日（金）１2：30～

［場 所］ 未定

[変更前] 12月26日（金）１2：30～
[変更後] 12月26日（金）１8：30～
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スマイルボックス（園田修司君）

○吉永彰一君

○田川憲生君・喜讀宣友君

家族会ですが一人なのでスマイルします。

年忘れ家族会に、ご夫人・ご家族・RAC・寿崎奨学生
の皆さん、また、ゲストの皆さん、よくお越しくださ
いました。心より感謝いたします。大いに楽しみまし

年次総会

ょう。

ロータリークラブ細則第5条第3節により、本日の総会

○田川憲生君・喜讀宣友君・野田三郎君・倉崎保広君

出席者数は39名で会員総数（59名）の3分の1以上を満

田邉信一君・今村浩昭君・坂本研一君・古財良一君

たしておりますので、本日の総会は成立しているもの

園田修司君・丸山浩之君・星野誠之君・三角雄介君

といたします。ロータリークラブ細則第3条第1節に基

永井富士雄君・坂本幸樹君・藤見泰之君

づき設置された指名委員会において、次々期会長の承

野口会員おかえりなさい。厳しくも優しく、そして心

認を受けました。次々期会長・次期理事・役員を本日

強い先輩のご復帰に一同喜びをかみしめております。

の総会にて出席者の皆様の承認をいただきたくご提

これからもお体には十分お気を付けられてください。

案いたします。

○野口泰則君

Ⅹ

御賛同頂けましたので、次々期会長・次期理事・役員

無事退院いたしました。大好きな熊本南 RC に戻って

を承認いたします。次期の理事役員の紹介は、「年忘

きました。感謝のスマイルをいたします。

れ家族会」にて行います。吉永次期幹事よろしくお願

○久峨章義君・後藤

博君・堀川貴史君・高宮

宏君

いいたします。以上を持ちまして年次総会を終了いた

井上雅文君

します。

先日11月24日、第2720地区 熊本第4グループ IM に参
加させていただきました。ディスカッションリーダー

◆2015−2016 年度 役員・理事

となるための講義や、パネルディスカッションを行い

会

大変為になりました。懇親会も熊本市域 RC の方々と

副会長

久峨章義

親睦を図ることができましした。

会長エレクト

漆島典和

直前会長

田川憲生

先週東京にて、全国中央会と各都道府県中小企業団体

幹

事

吉永彰一

主催の組合法施工65周年記念式典が行われました。そ

会

計

玉田光識

の席上、組合功労者として中小企業庁長官より表彰状

理

事

杉田辰彦

を総代で頂いて参りました。これからも中小企業の発

理

事

野田三郎

展に努力して参りたいと思います。皆様のご支援・ご

理

事

堀川貴史

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

理

事

漆島典和

理

事

倉崎保広

本日の家族会、妻と子供が参加させていただきます。

理

事

今村浩昭

早いもので子供も2歳4ヶ月になりました。今年も仲良

理

事

丸山浩之

く参加できる状況であることに感謝しスマイルしま

理

事

馬場大介

す。

理

事

坂本研一

理

事

星野誠之

○野田三郎君

○園田修司君

○田邉信一君・坂本研一君・漆島典和君・古財良一君
三角雄介君・北口

誠君

先日米山奨学生のジャスティン君の結婚式がありま
した。今後の彼のご活躍を祈り、スマイルします。
○喜讀宣友君
先日の熊本第4グループ IM は他会合と重なり、欠席し
ましたのでお詫びのスマイルです。5年未満の会員必
須で出席された方はお疲れさまでした。
○水野東洋君

★リレースマイル★

本日、日経平均株価は17,590円と、2007年7月依頼の
高値水準となりました。年末に向けての一段高を期待
しスマイルします。
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長

後藤

博

年忘れ家族会

19：00～
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