第１０回例会記録（通算第 2700 回）
平成 28（2016）年１０月３日
台 北 大 同 扶 輪 社 歓 迎 ゴルフコンペ＠熊 本 空 港 カントリークラブ

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･幹事報告

１０/１７ 観月会・新入会員歓迎会
＠ホテル日航熊本
１０/２０ RI 第 2720 地区 熊本第 4 グルー

4.観月会＆新入会員歓迎会

プ IM＠メルパルク熊本
１０/２１ 熊本中央 RC チャリティコンペ
＠グランドチャンピオン CC
１０/２２ 規定審議会報告・管理運営セミ
ナー＠司ロイヤルホテル
１０/２２ 玉名 RC 創立 50 周年記念式典
＠司ロイヤルホテル
１０/２４ 熊本市域 RC 第 2 回会長・幹事
会＠ホテルキャッスル

ございません

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。まず、9/12（月）開催されました
「定例理事会」のご報告です。
1.濱田定勝会員の退会（8/31 付）について
⇒承認されました。

7.玉名 RC 創立50周年記念式典について

2.台北大同扶輪社来熊について

⇒全員登録が承認されました。

⇒予算承認されました。10/1-2 に無事終了いたしまし

尚、玉名 RC 創立50周年記念式典（10/22）につきまし
ては、送迎バスを手配いただけるとのことですので、

た。
3.短期青少年交換留学事業収支報告について

ぜひ多数のご参加をよろしくお願いいたします。

⇒承認されました。
4.「熊本まちあかり」の地区への支援要請について

出席報告（井上雅文君）

⇒地震義援金の使途を申請中。社会奉仕・RAC・IAC 委
員会からの支援が承認されました
5.RYE マルチの承認について ⇒承認されました。

会員数

出席数
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前々回
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6.観月会について
⇒10/17（月）「観月会例会」とするため、会費のうち3,000
円をクラブ負担とする、また、新入会員歓迎会も兼ね

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

欠席記録免除者 2名

０名（会員数には含まれません）

ることが承認されました。
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3.本日19：00～クラブ協議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。
新入会員自己紹介 3回目（河津延雄君）

後藤

博会員、1年間よろしくお願いいたします。
皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介です。昨日と

定例理事会報告（漆島典和君）

一昨日、私共テレビ熊本では熊本城二の丸広場にて熊本

1.10/8 RI 第2720地区 熊本第4グループ IM について

地震復興イベントとし、熊本市とともに「TKU の日」を

⇒「全会員登録」が承認されました。

開催いたしました。初日の土曜日が13,000人、二日目の

2.台北大同扶輪社来熊に関する予算について（修正）

日曜が33,000人、合わせて46,000人ほどの方に来場いた

⇒承認されました。

だきました。また、大変暑い中の開催でしたが、けが人

3.タイ・プロジェクト日程について

等もなく無事終了いたしました。今人気の芸人メイプル

⇒2017/2/6～2/11の予定で実施することが承認されま

超合金やあばれる君など多数の方に出演いただき、また

した。

最後には水前寺清子さんに1曲歌っていただきました。

4.第4回熊本県水球大会の開催について

ロータリークラブのメンバーの方数名にもご参加いた

⇒11/3（祝）熊本済々黌高等学校にて開催することが承

だきありがとうございました。今後も熊本復興のために

認されました。

頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

例会変更のお知らせ
○西稜 RC～親睦旅行のため時間場所変更

委員会報告

[変更前] 10月17日（月）１8：30～

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君）

[変更後] 10月17日（月）
[場

所] 沖縄

○中央 RC～チャリティコンペのため時間場所変更
[変更前] 10月21日（金）１2：30～
[変更後] 10月21日（金）7：45～
[場

所] グランドチャンピオンゴルフクラブ

皆さま、こんにちは。台北大同扶輪社来熊に伴い開

○05福祉 RC～職場訪問のため日程場所変更

催いたしました、10/1・10/2の歓迎ゴルフコンペと

[変更前] 10月25日（火）１2：30～

10/1歓迎会には多数のご参加をいただき、ありがとう

[変更後] 10月29日（土）9：20～

ございました。今回の代表団の来熊目的は、今後両ク

[場

ラブの交流が今まで以上に親密となるよう、交換留学

所] 熊本かがやきの森支援学校

○水前寺公園 RC～熊本第3グループ IM のため日程変更

事業以外での行き来ができればとの意向でお見えに

[変更前] 10月26日（水）１2：30～

なっております。急遽の開催にも拘わらず、皆さまの

[変更後] 10月28日（金）１5：30～

ご協力で無事終了いたしましたことに心から感謝申

○りんどう RC～昼例会に時間変更

し上げます。ありがとうございました。

[変更前] 10月27日（木）１9：00～
[変更後] 10月27日（木）１3：00～

●親睦活動委員会（告坂和紀君）

幹事報告（坂本研一君）
1.来週（10/10）例会は祝日のため休会です。次回は10/17
観月会例会となるため、18：30～に時間変更いたします。
昼例会はございません。ご注意ください。
2.例会終了後「定例理事会」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。
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[誕生祝］

［結婚祝］

○山内昭徳君

Ⅱ

野口泰則君

10.5

丸田秀一君

10.5

久しぶりの出席です。皆さまのお姿を拝見し元気をい

藤木正幸君

10.8

吉村郁也君

10.31

ただきました。

永井富士雄君

10.27

北口 誠君

10.30

○寿崎

肇君

10月1日、妹の孫の結婚式に出席いたしました。お嫁
さんになる人は同じ年でしっかりした方でした。テニ
スで中学2年生からのお付き合いとのこと。私の挨拶
が長すぎた感じでしたが、喜ばれたので安心しまし
た。ありがとうございました。
○告坂和紀君
私事ではありますが、先日台北大同扶輪社のお供とし
て今までに行ったことのないすごい場所に連れて行
っていただきました。貴重な体験ができ、熊本南ロー

[誕生祝］

タリークラブに入ってよかったと思いました。ありが
とうございました。感謝のスマイルをいたします。

●スマイルボックス（西川尚希君）

○河津延雄君

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・北口 誠君

TKUの日にご来場いただき、ありがとうございました。

台北大同扶輪社との友好ゴルフが無事終了しました。関

○堀川貴史君

係各位の皆さま、ありがとうございました。本日の大津会員

台北大同扶輪社の皆さまの歓迎会及びゴルフコンペ

の卓話楽しみです。

を仕事の都合により欠席いたしました。申し訳ござい

○古財良一君

ません。皆さま大変お疲れさまでした。

親愛なる大津君へ。今日はどうしても急用で途中退席い
たします。同級生の大津君の卓話を聞けないことは断腸

●会員卓話（古財良一君）

の思いであります。また今度飲みましょう！と書きましたが

「熊本で、デザインする。」

やはり最後までいます！！
○北口 誠君
本日の卓話者 大津会員に心から感謝いたします。
○坂本幸樹君
10/1台北大同扶輪社来熊歓迎会にご協力いただきま
した皆さまありがとうございました。特に急なお願い
にも拘わらず、告坂会員にはKCさん・ローガンさんの
サポートをしていただき、本当にありがとうございま
した。歓迎会での男らしい表情が最高でした。感謝の
スマイルです。
○西川尚希君
先日の台北大同扶輪社の受入れとおもてなしはお疲
れさまでした。漆島会長はじめ、坂本幹事、馬場委員
長他、携わった方々は大変だったと思います。今後
益々の両クラブの関係発展を祈念しましてスマイル
します。
○杉光定則君
本日の卓話者 大津会員に心から感謝いたします。ま
た、9/25（土）に天草五橋で開催しました「天草ハン
ドインハンド」で指きりげんまんでのハンドインハン
ドチェーンのギネス世界記録更新（1,658人）を達成
しました。皆さま方にも感謝申し上げます。これまで
の記録は1,343人、参加者数は2,267人でした。
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大津英敬君

◆10/1台北大同扶輪社歓迎ゴルフコンペ＠熊本空港 CC

◆10/1台北大同扶輪社歓迎会＠松葉
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