第１６回例会記録（通算第 2666 回）
平成 27（2015）年１１月３０日
2015-16 年 度 地 区 大 会 の 準 備 が 着 々 と 進 ん で い ま す ！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

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

１/６ 熊本市域 RC 新春合同例会
＠ホテルニューオータニ
１/１２ 新年会＠新茶家

4.年次総会・年忘れ家族会

１/３１ 2016-17 地区補助金管理セミナー
＠アスパル富合

村山陸奥雄様（熊本西ロータリークラブ）
德田竜之介様（

〃

）

出田 晴彦様（

〃

）

例会変更のお知らせ
○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更
会長報告（野口泰則君）
皆さま、こんにちは。本日、告坂和紀様が入会され
ました。後ほど自己紹介をお願いいたします。
まず、11/16定例理事会報告をいたします。①ロータ

[変更前] 12月8日（火）１2：30～
[変更後] 12月8日（火）7：00～
[場

所] 県総合運動公園

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間変更

リー財団への寄付について（1口100ドルの寄付を募る）

[変更前] 12月9日（水）１2：30～

⇒承認されました。

[変更後] 12月9日（水）１8：30～

さて、本日は11月の最終例会です。来週12/7例会は

○江南 RC～親睦会のため日程変更

年に１度行われます年次総会となり、今年度も折り返

[変更前] 12月9日（水）１8：30～

しとなるわけですが、来年3月に地区大会が控えていま

[変更後] 12月5日（土）１5：00～

す。執行部の方々も色々大変ですが頑張っていただき

○西稜 RC～親睦会例会に変更

たいと思います。年次総会には非常に大事なことがい

[日

くつかございます。会長ノミニーの決議と次年度理

○東 RC～親睦会のため時間変更

事・役員の紹介です。その後「年忘れ家族会」となり

[変更前] 12月15日（火）１2：30～

ますが、今年も楽しい会になればと思います。

[変更後] 12月15日（火）１8：00～

程] 12月14日（月）１8：30～

○西 RC～親睦会のため時間場所変更
幹事報告（吉永彰一君）

[変更前] 12月15日（火）１2：30～

1.次回（12/7）例会は、年次総会・年忘れ家族会のた

[変更後] 12月15日（火）１8：30～

め18：30～に時間変更となります。ご注意ください。
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

[場

所] ロシア料理 ボルガ

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

○05福祉 RC～定款に基づき休会

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更

[日

[変更前] 1月7日（木）１3：00～

程] 12月15日（火）１2：30～

○東南 RC～親睦会のため時間変更

[変更後] 1月6日（水）１2：30～

[変更前] 12月16日（水）１2：30～

[場

[変更後] 12月16日（水）１8：30～

○りんどう RC～場所変更

○江南 RC～職場訪問のため時間場所変更

[日

程] 1月28日（木）１9：00～

[変更前] 12月16日（水）１2：30～

[場

所] 未定

所] ホテルニューオータニ

[変更後] 12月16日（水）１2：00～
[場

所] 熊本トヨペット

出席報告（井上雅文君）

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12月17日（木）１3：00～
[変更後] 12月17日（木）１9：00～
[場

所] 未定

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

４０名

74.07％

１００.００％

出席規定適用免除者

○城東 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月21日（月）１2：30～

名誉会員

[変更後] 12月21日（月）１8：30～

5名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

○05福祉 RC～親睦会のため時間変更
◆熊本西ロータリークラブ様よりご案内

[変更前] 12月22日（火）１2：30～

（村山陸奥雄様・德田竜之介様・出田晴彦様）

[変更後] 12月22日（火）１8：00～
○平成 RC～親睦会のため日程変更
[変更前] 12月23日（祝）１8：30～
[変更後] 12月22日（火）１8：30～
○りんどう RC～昼例会に時間変更
[変更前] 12月24日（木）１9：00～
[変更後] 12月24日（木）１3：00～
○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。本日はご報告とご案内にお伺

程] 12月28日（月）１8：30～

○西 RC～定款に基づき休会

いしました。30年前に熊本南 RC に親クラブなってい

[日

ただき、私たち熊本西 RC は創立することができまし

程] 12月29日（火）１2：30～

た。1985年12月に創立し、認証書を翌年2月17日にい

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

ただきました。おかげさまで熊本西 RC は来年2月17日

程] 12月29日（火）１2：30～

を以て30周年を迎えます。これを記念し「創立30周年

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

記念例会」を開催予定です。当クラブは現在11名と少

程] 12月30日（水）１2：30～

なく、大々的な催しはできませんが、できる限りのお

○平成 RC～定款に基づき休会
程] 12月30日（水）１2：30～

もてなしでお迎えしたいと思っております。多数のご

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いい

[日

たします。

[日

程] 12月30日（水）１8：30～

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更
◆新入会員自己紹介 1 回目（告坂和紀君）

[変更前] 12月30日（水）１2：30～
[変更後] 12月21日（月）１8：30～
[場

所] ユウベルホテル 星華楼

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月31日（木）１3：00～

○平成 RC～新春合同例会に振替のため場所変更
[日

程] 1月6日（水）１2：30～

氏名：告坂和紀君

[場

所] ホテルニューオータニ

生年月日：昭和52年12月23日
勤務先：鬼塚労務管理事務所
推薦者：倉崎保広君・後藤
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博君

◆新入会員自己紹介 2 回目（林田公治君）

●スマイルボックス（永井富士雄君）
○村山陸奥雄様・德田竜之介様・出田晴彦様
来年 2 月 17 日、創立 30 周年記念例会のご案内に伺い
ました。熊本南 RC は熊本西 RC の親クラブになります。
是非ご参加ください。
○野田三郎君・野口泰則君・久峨章義君・吉永彰一君

11/9 入会しました、株式会社第一ビルサービスの林田

堀川貴史君・漆島典和君・今村浩昭君・喜讀宣友君

です。職種はビルメンテナンス業です。自己紹介 2 回

坂本幸樹君・木村仁治君

目は家族についてお話します。昨年、結婚 10 年目に

本日ご来訪の熊本西 RC の村山陸奥雄様・德田竜之介

して子供を授かりました。現在 1 歳 3 ヶ月ですが、命

様・出田晴彦様を心より歓迎いたします。例会をお楽

の貴さを非常に感じます。毎日息子の寝顔を見るのが

しみください。本日の卓話者 古川尚徳君、非常に楽

楽しみで、おかげさまで仕事のやる気も増しています。

しみにしています。また、今日から新入会員 告坂和

これからも元気に育ってくれることを心より願う毎

紀君が仲間になります。本当におめでとうございます。

日です。今日初めてお会いする方もいらっしゃいます

○高宮

が、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

宏君・倉崎保広君・永井富士雄君

熊本西 RC の村山会長、德田様、出田様のご来訪、心
より歓迎いたします。また、本日入会の告坂和紀会員、

委員会報告

入会ありがとうございます。会員増強委員長として大

●親睦活動委員会（古財良一君）

歓迎です。
○寿崎

肇君

熊本西 RC 30周年おめでとうございます。先日 IAC 提
唱校の国府高校に参りました際、水球大会の優勝をと
ても喜んでおりました。来年2月にノーベル賞受賞者
の講演会があります。学校宛に申し込んでください。
来週 12/7（月）例会は年次総会・年忘れ家族会となり

無料です。その時に独歩会の案内もいただきました。

ますのでご案内申し上げます。時間は 18：30～年次総

また、国府高校 IAC の例会にも参加してあげてくださ

会、19：00～年忘れ家族会となります。会場はここホ

い。メーキャップになります。

テル日航熊本 5F 「阿蘇」です。ご夫人やご家族の方々

○杉光定則君

にも喜んでいただけるようなイベントを企画してお

告坂和紀新入会員の加入を心よりお慶び申し上げま

りますのでご期待ください。どうぞよろしくお願い申

す。

し上げます。

○北口

誠君

11/16職場訪問の裁判所見学に参加いただいた皆さま、
◆地区幹事報告（堀川貴史君）

大変お疲れさまでした。田中裕司会員にご案内と解説
をしていただきました。実際の裁判は緊張に包まれた
もので、テレビで見る雰囲気でした。被告は結婚詐欺
でしたが、あまりの態度の悪さに皆一様にご立腹でし
た。大変勉強になりました。
○林田公治君

2015-16年度 地区大会についての進捗状況報告とお

告坂和紀さん、入会おめでとうございます。

願いがございました。

○告坂和紀君
今日から入会させていただくこととなりました。よろ
しくお願いいたします。
○西川尚希君
今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル
です。
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●新入会員卓話（木村仁治君）

◆12/7 第 17 回 ロータリー情報（喜讀宣友君）

「花屋の未来について-10年後の花屋-」

先月のロータリー月間に続き、今月は、疾病予防と治

（古川尚徳君）

療月間となっていますので今週はロータリーの用語
はお休みして、ロータリーとロータリー財団の最優先
プログラムであるポリオ・プラスについてご説明しま
す。
ポリオ・プラス（ＰＯＬＩＯＰＬＵＳ）
ポリオ・プラスは、国際ロータリーの特別プログラム
であり、撲滅の証明が達成されるまで、ほかのすべて
のプログラムに対して優先されます。ポリオ・プラス
の目標は、ポリオ撲滅の世界的証明です。ポリオ・プ
ラス・プログラムは、ロータリーがポリオ関係の活動
に数年間参加した後、1985 年に発足しました。1988
年までに、ロータリアンは米貨 2 億 4000 万ドル以上
を集め、多数のボランティアを動員して世界中の大規
模な予防接種キャンペーンとポリオ撲滅活動を援助
しました。ロータリーがきっかけとなり、1988 年の世
界保健総会でポリオを世界的に撲滅するという決議
が採択されました。

【例会予定】
12/14 外部卓話 永田壮一様（東熊本病院長）
12/21 ビジネス卓話 向臺行雄君
12/28 定款に基づき休会

【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17日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：クラブ奉仕
○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16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（他団体が施設を利用する場合や 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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