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本年度 年祝いの皆さま、おめでとうございます！益々のご健勝を祈念いたします。 

 

 

 

幹事報告（吉永彰一君） 

1.第 2720 地区 野田三郎ガバナーより「ガバナー事務

所の名称変更について」が届いております。 

2.例会終了後「臨時理事会」を開催いたします。関係

各位はご参加をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～年祝いのため場所変更 

[日  程] 6月13日（月）１8：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

○05 福祉 RC～清掃のため時間場所変更 

[変更前] 6月14日（火）１2：30～ 

[変更後] 6月14日（火）6：30～ 

[場  所] 県民総合運動公園 

○東南 RC～慶祝会のため時間場所変更 

[変更前] 6月15日（水）１2：30～ 

[変更後] 6月15日（水）１8：30～ 

[場  所] 日本料理 おく村 

 

会長報告（後藤 博君） 

皆さま、こんにちは。まず、本日例会前に漆島会員

の代継宮にて年祝い祈願祭を執り行っていただきまし

たのでご報告申し上げます。 

さて、台北大同扶輪社と竜ヶ崎 RC からのお見舞い金

1,300,000 円につきまして、先週月曜日に大西熊本市長

を訪ねお渡ししてまいりました。今回のお見舞い金は

熊本城のライトアップ費用に充てていただくようお願

いしておりましたが、お陰さまで翌々日の 6 月 1 日か

らライトアップ再開となりました。やはり熊本城は熊

本のシンボルでありますし、また、復興のシンボルに

なるのではないかと思います。ライトアップされ、闇

の中に浮かび上がる熊本城は大変雰囲気がございま

す。今回のお見舞い金を有意義に使わせていただいた

ことをご報告申し上げ、会長報告といたします。 

 

臨時理事会報告（後藤 博君） 

1.6/13（月）臨時総会開催について 

⇒承認されました。 

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 角岡秀昭様 

（かどおか歯科医院長） 

  

 

 

        

 

        

 

         

 

         

        

 

              

  

        

  
 

６/１５ 2015-16 第 4回 会長・幹事会 

     ＠菊南温泉ユウベルホテル 

６/１７ ゴルフコンペ＠あつまるレーク CC 

６/１７ 新入会員歓迎会 

     ＠ホテル日航熊本「アソシェッド」 

６/２５-２６  第 31回ローターアクト研修会

＠亀山亭ホテル・羽田多目的

交流館 

 

 

 

第３７回例会記録（通算第 2687回）  

平成 28（2016）年６月６日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

堀 芳郎様（堀公認会計士事務所/博多 RC） 
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○西南 RC～創立 40 周年記念例会のため日程場所変更 

[変更前] 6月16日（木）１2：30～ 

[変更後] 6月17日（金）１8：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル 2F「ストリングス」 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月16日（木）１3：00～ 

○05 福祉 RC～年祝いのため日程変更 

[変更前] 6月21日（火）１2：30～ 

[変更後] 6月25日（土）18：00～ 

○りんどう RC～最終夜例会のため時間場所変更 

[変更前] 6月23日（木）１3：00～ 

[変更後] 6月23日（木）１9：00～ 

[場  所] お料理 まじま 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月27日（月）１2：30～ 

○西稜 RC～最終例会親睦会のため場所変更 

[日  程] 6月27日（火）１8：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 2F「レ・セレブリテ」 

○西 RC～最終例会のため時間場所変更 

[変更前] 6月28日（火）１2：30～ 

[変更後] 6月28日（火）１8：30～ 

[場  所]  ホテルキャッスル 地下「桃花源」 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月28日（火）１2：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月29日（水）１2：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 6月30日（木）１3：00～ 

 

 

 

 

◆地区幹事報告（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。先週の例会はお休みし、野田

ガバナーご夫妻、寿崎 肇 PG、今村浩昭会員、丸山浩

之会員と私で RI ソウル大会に参加してまいりました

のでご報告申し上げます。また、熊本地震の影響で台

湾訪問が中止となり、第3480地区と当第2720地区との

姉妹地区締結ができておりませんでしたが、昨日6/5

金沢で開催されました日台親善会議の際に無事調印

式が行われましたのでご報告申し上げます。これで今

年度の地区行事はほぼ終了となりました。この1年間

皆さま方には多大なご支援・ご協力をいただき、誠に

ありがとうございました。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（林田公治君） 

［誕生祝］       ［結婚祝］ 

山下洋一郎君 6.3       山本 円君  6.6         

玉田光識君   6.13      倉崎保広君  6.15      

齊藤直信君   6.18      原 裕一君  6.17        

久峨章義君   6.18      田中裕司君  6.20        

田中裕司君   6.20      桑原幸雄君  6.27        

濱田定勝君   6.27 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

 

✩年祝い親睦会のご案内 

【日  時】6月6日（月）18：30～ 

【場  所】松葉旅館 

ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 

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 

６３名 ３９名 67.24％   ５９.６４％ 

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） 
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◆2016-17年度 姉妹クラブ委員会報告（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。次年度姉妹クラブ委員会より

ご案内です。短期青少年交換事業につきまして、現在

4名の参加希望をいただいております。あと1名受入れ

可能です。できれば5名で参加したいと思っておりま

すので、迷っていらっしゃる方は是非ご応募ください。

尚、引率者のほうは多くなっておりますので、予定通

り本日で締切りとさせていただきます。今後の予定に

つきましては改めてご案内させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○堀 芳郎様（博多 RC） 

 本日はよろしくお願いいたします。博多 RCに5月から

工藤青史先輩が移籍してこられました。 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・漆島典和君 

坂本幸樹君・木村仁治君 

 本日は博多 RC の堀様をお迎えして卓話をいただきま

す。ためになるお話と大変楽しみにしております。よ

ろしくお願いいたします。また、本日代継宮にて、各

種神事を執り行いました。代継宮の漆島会員のおかげ

で皆さんの幸せを祈念できました。ありがとうござい

ました。 

○高宮 宏君 

 本日の卓話者 堀さんのご来訪を歓迎いたします。西

部ガスの工藤さんとも仲良しです。また、本日は代継

宮へ参拝する予定でしたが、用事が入りできませんで

した。残念！喜寿のお祝いありがとうございます。 

○杉光定則君・山内昭徳君  Ⅲ 

 本日の卓話者 博多 RCから堀様のご来訪をお慶び申し

上げます。また、本日の年祝い親睦会への参加ができ

ませんのでお詫びのスマイルです。 

○坂本研一君・古財良一君・園田修司君・星野誠之君 

 藤見泰之君・北口 誠君・西川尚希君・田中裕司君 

 本日の卓話者 堀 芳郎様のご来訪を歓迎いたします。

今日の卓話は皆さまの役に立つと思いますのでよろ

しくお願いいたします。また、年祝いの皆さまおめで

とうございます。 

○漆島典和君 

 本日は早朝より年祝いの会員の皆さま、後藤会長をは

じめ、参列された会員の皆さま、心よりお祝い申し上

げます。感謝のスマイルをいたします。 

 

○渕田俊郎君・丸山浩之君・藤見泰之君 

 本日年祝いを迎えられました皆さま、誠におめでとう

ございます。代継宮での神事に参加させていただき、

ありがとうございました。 

○今村浩昭君 

 本日年祝いの皆さま、おめでとうございます。高校総

体の記事で子供が優勝（ボート）しておりましたので

スマイルいたします。私も父親の気分を味わうことが

できました。 

○永井富士雄君 

 年祝いの皆さま、おめでとうございます。本日は福岡

で会議のため出席できず申し訳ございません。 

○寿崎 肇君 

 5 月 27 日から 6 月 2 日まで韓国ソウルでの RI 国際大

会開会式から閉会式まで勉強させていただきました。

また、6 月 5 日金沢での RI 第 3480 地区と第 2720 地区

との姉妹地区締結の調印式と日台親善会議に出席、台

湾から 300 名ほど合計 1000 人ほどで行われました。

元気で出席できたことに感謝してスマイルいたしま

す。 

○堀川貴史君 

 国際大会に参加しました。大変いい経験をさせてもら

いました。来年はアトランタです。感謝のスマイルで

す。少しですがお土産がございますのでお持ち帰りく

ださい。 

○三角雄介君 

 皆さんのスマイルにスマイルします、というロータリ

アンとして模範となるスマイルをします。 

○向臺行雄君 

 本日の代継宮での年祝い祈願祭、行き違いで出席とな

っておりご迷惑をおかけしました。申し訳ございませ

んでした。夜の親睦会は出席させていただきますので

どうぞよろしくお願いいたします。 

○森本康文君 

 本日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイル

です。 

 

●新入会員卓話（田中裕司君） 

「グループ補助金」について  

堀 芳郎様（堀公認会計士事務所/博多 RC） 
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◆6/13 第 37 回 ロータリー情報（喜讀宣友君） 

 地区の管理運営（３） 

地区研修・協議会 

 毎月 3 月～5 月中に、丸一日をかけて開催される新

年度クラブ役員のための研修会です。国際協議会で

研修を受けた次期ガバナーが、ここで RI 新会長の

方針を説明し、向こう一か年の運営方針を打ち出し

ます。地区大会が「お祭り」であるのに対し、地区

研修・協議会は全く性格を異にした「勉強会」であ

ることに留意して下さい。したがってこの協議会で

の成否がその地区の一か年に重大な影響を与えま

す。クラブ会長エレクト、およびクラブ会長エレク

トが指名した次年度クラブ指導者が義務出席者と

なります。 

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ・ペッツ） 

ガバナーエレクトの責任のもとに、地区研修リーダ

ーが計画と実施にあたる。クラブ会長エレクトのた

めの研修会で、2 月または 3 月に 9 時間、一日半を

かけて開催され、次年度に向けての情報を提供する

プログラムです。会長エレクトは義務出席であり、

ガバナー補佐も参加者に含まれます。 

 

【例会予定】 

6/20 常任委員長退任挨拶 

6/27 会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

◆6/5 第29回 熊本グループ米山奨学生交流会 

＠フードパル熊本 熊本市食品交流会館 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆6/6年祝い親睦会＠松葉旅館 

  

 

 


