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夫 人 の会 に皆 さま、今 年 度 もご支 援 よろしくお願 いいたします！  

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月1日（月）１2：30～ 

[変更後] 8月5日（金）１2：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 2F 「キャッスルホール」 

○グリーン RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月1日（月）１8：30～ 

[変更後] 8月5日（金）１2：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 2F 「キャッスルホール」 

○北 RC～合同例会のため場所変更 

[変更前] 8月4日（月）１2：30～ 

[変更後] 8月5日（金）１2：30～ 

[場  所] ホテルキャッスル 2F 「キャッスルホール」 

○05福祉 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 8月9日（火）１2：30～ 

[変更後] 8月6日（土）未定 

[場  所] 清和村キャンプ 

 

 

 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんにちは。まず、7月 12日に逝去されました

野田三郎パストガバナーに黙祷を捧げたいと思います。  

野田パストガバナーがお亡くなりになられたことはクラブ

にとりましても大変な痛手です。個人的にもロータリアン

のお手本にしたい先輩でございました。特に堀川会員は

野田会長年度の幹事として、野田ガバナー年度の際は

地区幹事として共にご苦労をされたかと思います。私も

ロータリーに入会し 13 年ほどになりますが、日々諸先輩

方の経営哲学や考え方を学ばせていただいておりま

す。野田パストガバナーの生き様も大変勉強になりま

す。本日は野田パストガバナーを偲び、古財会員に映

像をご用意いただきました。野田パストガバナーのご冥

福を心よりお祈り申し上げます。 

 

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 真嶋 浩様 

（くまもと被害者支援センター長）  

         

        

 

              

  

        

  
 

８/１ 暑気払い＠青柳 

８/４-９ 短期青少年交換留学事業 

in 台北 

８/２９ ガバナー公式訪問合同例会 

     ＠ホテル日航熊本「天草」 

９/１７ R 財団・米山記念奨学部門合同セ

ミナー＠ホルトホール大分 

 

 

 

第３回例会記録（通算第 2693 回）  

平成 28（2016）年７月２５日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

黙祷 

来訪者紹介 

杉田 成様・渕田美恵子様（ 夫人の会 ） 

塚本敬子様・堀川光江様  （    〃  ） 

漆島陽子様・古財和代様  （    〃  ） 

魏 郁珊君・于 楓君    （寿崎奨学生） 

謝 琦晟君・李 強君    （    〃  ） 

馬 少杰君・陳 敏佳君  （    〃  ） 

盧 一卉君・黄 讌涵君  （    〃  ） 

ビ 明玉君              （    〃  ） 
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○東南 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 8月10日（水）１2：30～ 

[場  所] フードパル熊本 

○菊南 RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 8月10日（水）１2：30～ 

[変更後] 8月12日（金）１2：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月10日（水）１2：30～ 

[場  所] フードパル熊本 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月11日（木）１3：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月12日（金）１8：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（月）１2：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（月）１8：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月15日（月）１8：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月16日（火）１2：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月16日（火）１8：30～ 

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月16日（火）１2：30～ 

[変更後] 8月12日（金）１2：30～ 

[場  所] ユウベルホテル 

○りんどう RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8月18日（木）１3：00～ 

[変更後] 8月12日（金）１2：30～ 

[場  所] ユウベルホテル 

○りんどう RC～夜例会のため場所変更 

[日  程] 8月25日（木）１9：00～ 

[場  所] 未定 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8月30日（火）１2：30～ 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1.熊本水前寺公園RCより「卓話のご案内」が届いております。

メーキャップされる場合は事務局までお知らせください。  

2.熊本県R奨学会より「2015-16年度 寄付金明細」が届いて

おります。 

3.熊本南 RAC より「例会報 Vol.1」が届いております。 

4.例会終了後「短期青少年交換留学事業 旅行説明会」を

開催いたします。関係各位はご参加のほどよろしくお願い

いたします。 

5.8/1（月）野田三郎会員「お別れの会」は平服とありますが、

相応しい格好でのご参加をお願いいたします。 

 

◆2015-16年度 出席委員会報告（井上雅文君） 

 

 

 

 

 

✩2015-16年度 ホーム例会100％出席表彰（2名） 

 吉永彰一君・井上雅文君 

✩2015-16年度 メーキャップ100％出席表彰（20名） 

 渕田俊郎君・藤見泰之君・後藤 博君・堀川貴史君 

今村浩昭君・久峨章義君・木村弘訓君・木村仁治君 

水野東洋君・向臺行雄君・野田三郎君・野口泰則君 

永井富士雄君・寿崎 肇君・坂本研一君・坂本幸樹君 

杉光定則君・塚本 侃君・高宮 宏君・漆島典和君 

 

委員会報告 

●IAC 委員会（藤見泰之君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。IAC 委員会より7/31（日）第

32回 IAC 年次大会のご連絡です。皆さまにご協力いた

だき、無事準備が進んでおります。当日は10：30～受

付開始、11：00開会です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

   

 

 

 

 

   皆さま、こんにちは。短期青少年交換留学事業につ

きましてお知らせです。本日14：00～こちら例会場で

旅行説明会を行います。関係各位はご参加をよろしく

お願いいたします。 

 

出席報告（木村仁治君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６１名 ４０名 71.43％   ７９.３１％ 

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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●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。親睦活動委員会より8/1（月）

暑気払いのご案内です。18：30～青柳にて開催いたし

ます。服装は軽装で結構です。多数のご参加をお待ち

しております。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○杉田 成様・渕田美恵子様・塚本敬子様・堀川光江様 

漆島陽子様・古財和代様（夫人の会） 

  本日は例会へのご招待、ありがとうございました。皆

さま熊本地震は大変でしたね。お見舞い申し上げます。

熊本人の底力で前へ一歩、手に手つないで頑張りたい

と思っています。これからも主人ともどもよろしくお

願いいたします。 

 

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君 

古財良一君・北口 誠君 

 夫人の会の皆さま、寿崎奨学生の皆さまのご来訪を歓

迎いたします。 

 

○寿崎 肇君 

  奥さま方にご出席いただき大歓迎でございます。寿崎奨

学生の皆さんようこそご出席なさいました。先週は第2720

地区ガバナー諮問委員会、ローターアクトの卒業式、東

京での株式会社商業界総会など勉強させていただきまし

た。健康に感謝してスマイルいたします。 

 

○後藤 博君・久峨章義君・吉永彰一君・倉崎保広君 

  杉田会員の顔色がとても良いなと思ったら、夫人の会で奥

さまがお見えでした。夫人の会の皆さまと寿崎奨学生の皆

さまのご来訪を歓迎しスマイルいたします。 

 

○堀川貴史君 

  熊本南 RC 夫人の会の皆さま、寿崎奨学生の皆さま、よう

こそ例会へ。歓迎のスマイルをいたします。 

 

○杉光定則君・馬場大介君・星野誠之君  Ⅶ 

本日は寿崎奨学生9名のご来訪を歓迎いたします。カ

ウンセラーの皆さまと共に1年間よろしくお願いいた

します。 

  

 

 

○高宮 宏君 

  ご夫人方のご来訪を心より歓迎いたします。また、本日

100％出席の表彰を受けました。元気に頑張っています。 

 

○永井富士雄君 

  夫人の会の皆さん、寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓

迎します。今日は所用のため早退いたします。お詫び

のスマイルです。 

 

○星野誠之君 

  先日、第33回ろうきん旗 少年野球大会で子供たちが所

属する菊池少年ファイターズが準優勝し、8月の九州大会

に出ることになりました。うちの子はまだ応援係ですが、チ

ーム一丸となって頑張ってきます。旅費稼ぎのための寄付

もよろしくお願いします。 

 

○鎌田 剛君 

  8月1日の暑気払いには弊社のレセプタントを呼んでいた

だきありがとうございます。しかしその日がバンケット事業

協同組合の理事会と重なり、お見舞い金をいただいたお

礼も兼ね上京しておりますので出席することが叶いません。

お詫びのスマイルをさせていただきます。 

 

○塚本 侃君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

○久峨章義君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

◆2016-17年度 寿崎奨学生紹介と奨学金交付 

4～7月分の奨学金が交付されました。 

（自己紹介は別紙掲載） 

 

 

 

 

 

 

氏名 大学 カウンセラー 

魏 郁珊 熊本大学 喜讀宣友 

于 楓 熊本大学 星野誠之 

謝 琦晟 熊本大学 坂本研一 

李 強 熊本大学 玉田光識 

馬 少杰 熊本学園大学 馬場大介 

陳 敏佳 熊本学園大学 渕田俊郎 

盧 一卉 熊本県立大学 北口 誠 

黄 讌涵 九州ルーテル学院大学 永井富士雄 

ビ 明玉 崇城大学 杉光定則 
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 1年間頑張ってください！ 

 

◆7/23-24米山奨学生・カウンセラー夏季研修会 

in 住吉浜リゾートパーク 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

8/8  外部卓話 木之内 均様 

8/15 定款に基づき休会 

8/22 調整中 

8/29 ガバナー公式訪問合同例会 

 

【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：8月4日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：中川会員担当例会（社会奉仕） 

 

日時：8月18日（木）20：00～ 

場所：西部ガス 

内容：チームビルディング例会 

 

 

○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：8月3日（水）16：00～ 

場所：国府高校「大会議室」 

内容：未定 

 

日時：8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。 

 

 

■7月12日、当クラブ会員の野田三郎パストガバナーが

逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


