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12 月 5 日（月）年忘れ家族会より。皆さま楽しんでいただけましたか？ 

 

 

また、本日冒頭に黙祷を捧げましたが、ご承知のと

おり本田光曠 PG（熊本城東 RC）が11月28日逝去されま

した。個人的に長いお付き合いをさせていただいてお

り、本田 PG の仲人が私の両親、私の仲人が本田 PG で

した。お亡くなりになる2週間ほど前に父とお見舞いに

伺ったのですが、ロータリーや義援金使途の話など熱

く語っておらました。同じロータリアンとして、神主

として大変尊敬できる先輩でした。ご冥福をお祈りい

たします。 

 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月12日（月）１8：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本「ガーデンバンケット」 

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月13日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月13日（火）7：00～ 

[場  所] 県総合運動公園 

 

 

会長報告（漆島典和君） 

皆さま、こんばんは。本日の例会は年次総会及び

年忘れ家族会です。このあと総会の審議、並びに報

告がございます。 

さて、先週末12月3日（土）に国際交流会館にて熊

本県ロータリー奨学会の選考会がございました。13

名の応募の中から5名の奨学生が決定いたしました

のでご報告申し上げます。 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事報告 

4.外部卓話 竹内淳一郎様 

 （日本銀行熊本支店長/熊本RC） 

 

 

 

         

        

 

              

  

        

  
 

１/６  熊本市域 RC 新春合同例会 

     ＠ニュースカイホテル 

１/１０ 新年会（場所未定） 

１/２９ 2017-18 R 財団部門 地区補助金

管理セミナー＠ホルトホール大分 

 

 

 

 

 

第１８回例会記録（通算第 2708 回）  

平成 28（2016）年１２月５日 

    

黙祷 

 

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 

藤岡秀和様（バルーンアート） 

末永淳吾君・高野 翼君（熊本南 RAC） 

中川友美君・重田陽平君（熊本南 RAC） 

内田光紀君・松本千秋君（熊本南 RAC） 

今市俊裕君・福本 開君（熊本南 RAC） 

張 翰博君（米山奨学生） 

魏 郁珊君・李 強君（寿崎奨学生） 

馬 少杰君・陳 敏佳君（寿崎奨学生） 

盧 一卉君・ビ 明玉君（寿崎奨学生） 

会員ご家族の皆さま 
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○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月14日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月14日（水）１8：30～ 

[場  所] メルパルク「中岳の間」 

○江南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12月14日（水）１8：30～ 

[変更後] 12月10日（土）15：00～ 

[場  所] ホテルニューオータニ熊本「鳳凰の間」 

○りんどう RC～熊本第2グループ IMのため日程場所変更 

[変更前] 12月15日（木）１3：00～ 

[変更後] 12月17日（土）14：00～ 

[場  所] ユウベルホテル 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月20日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月20日（火）１8：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「スカイテラス」 

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月20日（火）１2：30～ 

[変更後] 12月20日（火）１8：00～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月21日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月21日（水）１9：00～ 

[場  所] ビアレストラン オーデン 

○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月21日（水）１2：30～ 

[変更後] 12月21日（水）未定 

[場  所] 未定 

○りんどう RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月22日（木）１9：00～ 

[場  所] 三十八 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１2：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１8：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月26日（月）１8：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月27日（火）１2：30～ 

○菊南 RC～熊本第2グループ IMのため日程変更 

[変更前] 12月28日（水）12：30～ 

[変更後] 12月17日（土）14：00～ 

[場  所] ユウベルホテル 

 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１2：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１2：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１8：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月28日（水）１8：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（木）１2：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（木）１3：00～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月29日（木）１8：30～ 

○熊本 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（金）１2：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月30日（金）１2：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月3日（火）１2：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月3日（火）１2：30～ 

○江南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○東南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○平成 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月4日（水）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○西南 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月5日（木）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○北 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月5日（木）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○熊本 RC～新春合同例会に場所変更 

[日  程] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○中央 RC～新春合同例会に場所変更 

[日  程] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 
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○西 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月10日（火）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○東 RC～新春合同例会に日程場所変更 

[変更前] 1月10日（火）12：30～ 

[変更後] 1月6日（金）12：30～ 

[場  所] ニュースカイホテル「ストリングス」 

○西南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 1月19日（木）12：30～ 

[変更後] 1月20日（金）18：30～ 

[場  所] ザ・スタイルオブエクセレント 

 

幹事報告（坂本研一君） 

1. 故 村山陸奥雄様（熊本西 RC）ご家族より、葬儀のお礼と

ご報告が届いております。 

 

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 

６２名 ４０名 70.18％   ７９.９５％ 

出席規定適用免除者 4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） 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君） 

  

 

 

 

 

   皆さま、こんばんは。親睦活動委員会では本日15：

00に集合し、家族会の打合せとリハーサルを行いまし

た。この後の本番で不手際等ございましたら、どうか

温かい目で見守っていただけますと幸いです。よろし

くお願いいたします。また、連絡事項が2点ございま

す。毎月第1週目の例会時に行っています「結婚・誕

生祝い」ですが、今月は次回（12/12）に発表といた

します。もうひとつ、恒例の新年会ですが、年明けて

1月10日（火）を予定しております。詳細につきまし

ては次回例会時にご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

   

 

 

 

 

  皆さま、こんばんは。大々的に発表されていますの

でご存知の方は多いと思いますが、熊本地震復興イベ

ント「熊本まちあかり」で、12月17日（土）に「きら

きらパレード」が行われます。こちらは当クラブ 杉

光定則会員の RKK さんが中心となり開催されますが、

当日のボランティアが不足しているとのことです。パ

レードは17日15：00からですが、準備は前日の16日

15：00より NS ビル前（下通りダイエー跡）に集合し

行われます。このパレードには東京ディズニーパレー

ドも参加するため、大変な混雑が予想されております。

皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

●姉妹クラブ委員会（馬場大介君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんばんは。先週お話しました、姉妹クラ

ブ 台北大同扶輪社とのゴルフコンペにつきまして、

台北大同扶輪社の創立33周年記念式典に合わせて開

催してはどうかとのことでしたが、式典が3月28日に

行われるため日程的に厳しそうです。そこで4月開催

で日程を調整しておりますので、決定しましたら改め

てご案内いたします。多数のご参加をお待ちしており

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

◆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40名で会員総数（62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。 

ご賛同いただけましたので、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。玉田光識次期幹事よろし

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。 
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✩2017−2018 年度 役員・理事✩ 

会 長     今村浩昭 

副会長     齊藤直信 

会長エレクト  喜讀宣友 

直前会長    漆島典和 

幹 事     玉田光識 

会 計     星野誠之 

理 事      塚本 侃 

理 事     久峨章義 

理 事     堀川貴史 

理 事     野口泰則 

理 事     後藤 博 

理 事     坂本研一 

理 事     倉崎保広 

理 事     丸山浩之 

理 事     馬場大介 

理 事     西川尚希 

 

 

◆年忘れ家族会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


