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12/7 年 忘 れ 家 族 会 よ り 。 今 年 も 大 変 盛 り 上 が り ま し た ！  

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～親睦会例会に変更 

[日  程] 12月14日（月）１8：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月15日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月15日（火）１8：00～ 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月15日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月15日（火）１8：30～ 

[場  所] ロシア料理 ボルガ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月15日（火）１2：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月16日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月16日（水）１8：30～ 

○江南 RC～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 12月16日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月16日（水）１2：00～ 

[場  所] 熊本トヨペット 

 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。本日の例会は年次総会となり

ます。このあと総会の審議、並びに報告がございます。

よろしくお願いいたします。 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

ございません。 

 

 

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 永田壮一様 

（東熊本病院長） 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

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 

１/３１ 2016-17 地区補助金管理セミナー 

     ＠アスパル富合 

 

第１７回例会記録（通算第 2667 回）  

平成 27（2015）年１２月７日 

    

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 

（司会進行）大嶋美穂様 

（マジック）やのっち様 

（熊本南 RAC） 

中川友美君・末永淳悟君 

村上慶輔君・池田泰子君 

内田光紀君・重田陽平君 

高野 翼君 

（寿崎奨学生） 

金 多黍君・李 強君 

馬 少杰君・彭 冬冬君 

黄 讌涵君・盧 一卉君 

会員ご家族の皆様 
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○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 

○城東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月21日（月）１2：30～ 

[変更後] 12月21日（月）１8：30～ 

○05福祉 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月22日（火）１2：30～ 

[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～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月23日（祝）１2：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月24日（木）１2：30～ 

○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～ 

○中央 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月25日（金）１2：30～ 

[変更後] 12月25日（金）１8：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（月）１2：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（月）１8：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（月）１8：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（火）１2：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（火）１2：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（火）１2：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（水）１2：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（水）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（水）１2：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（水）１8：30～ 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[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 

 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（木）１2：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月31日（木）１3：00～ 

○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月4日（月）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○西稜 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月4日（月）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月4日（月）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月5日（火）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○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～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○東南 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～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○菊南 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～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○北 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（木）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月7日（木）１3：00～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○熊本 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月8日（金）１2：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○中央 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月8日（金）１8：30～ 

[変更後] 1月6日（水）１2：30～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本 

○りんどう RC～場所変更 

[日  程] 1月28日（木）１9：00～ 

[場  所] 未定 
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出席報告（井上雅文君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６１名 ３２名 58.18％   ９１.０７％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 2名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

●スマイルボックス（永井富士雄君） 

○寿崎 肇君 

 12/2延岡 OB 会に出席、たくさんの人達と久しぶりで

楽しゅうございました。12/3ロータリー研究会には遅

刻しました。3～4日の二日間勉強させていただきまし

た。第2720地区で足りない点も多々ありました。次の

ガバナーの宿題のようなものでした。大変だろうと思

いました。野田ガバナーはあと半年ほど。堀川地区幹

事共々、ご苦労さまでした。野田ガバナーにはお体に

十分お気をつけて、無事任務を全うされますよう、心

からお祈り申し上げます。 

○杉光定則君 

 本日は残念ながら欠席させていただきます。 

 

年次総会 

ロータリークラブ細則第5条第3節により、本日の総会

出席者数は32名で会員総数（61名）の3分の1以上を満

たしておりますので、本日の総会は成立しているもの

といたします。ロータリークラブ細則第3条第1節に基

づき設置された指名委員会において、次々期会長の承

認を受けました。次々期会長・次期理事・役員を本日

の総会にて出席者の皆様の承認をいただきたくご提

案いたします。 

ご賛同頂けましたので、次々期会長・次期理事・役員

を承認いたします。次期の理事役員の紹介は、「年忘

れ家族会」にて行います。坂本研一次期幹事よろしく

お願いいたします。以上を持ちまして年次総会を終了

いたします。 

 

◆2016−2017 年度 役員・理事 

会 長     漆島典和 

副会長     渕田俊郎 

会長エレクト  今村浩昭 

直前会長    後藤 博 

幹 事     坂本研一 

会 計     星野誠之 

理 事      久峨章義 

理 事     高宮 宏 

理 事     玉田光識 

理 事     永井富士雄 

理 事     丸山浩之 

理 事     古財良一 

理 事     三角雄介 

理 事     馬場大介 

理 事     坂本幸樹 

理 事     杉光定則 

 

 

年忘れ家族会 
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◆12/14 第 18 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 ロータリーの用語（６） 

地区（ｄｉｓｔｒｉｃｔ）  

RI の管理の便宜上結びつけられた一定の地理的地域

内にあるグループ。 

地区研修・協議会（ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｔｒａｉｎｉ

ｎｇ ａｓｓｅｍｂｌｙ）  

クラブ会長エレクトと次期クラブ指導者のために毎

年開かれる研修会合。 

地区大会（ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｃｏｎｆｅｒｅｎｃ

ｅ）  

地区の全ロータリアンが出席し、意欲を喚起する講演

を聴き、クラブと国際ロータリーの重要な事柄につい

て話し合う。 

超我の奉仕（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｂｏｖｅ Ｓｅｌ

ｆ）  

ロータリーの資料その他に使われるロータリーの第

一標語。 

特別月間・週間（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｏｂｓｅｒｖａｎ

ｃｅｓ）  

奉仕の重要性を認識し、特に力を入れるため、国際ロ

ータリー理事会が定めたもの。2015 年 7 月から大幅に

変更（ロータリー情報（５）平成 27 年 8月 10 日掲載

分をご参照ください）。 

標準ロータリークラブ定款（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｒｏ

ｔａｒｙ Ｃｌｕｂ Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ） 

各クラブによる採用が義務付けられている管理規定。

これらの規定は、ＲＩ定款とＲＩ細則に一致し、規定

審議会によってのみ改正できる。 


