第１９回例会記録（通算第 2709 回）
平成 28（2016）年１２月１２日
本日の卓話 竹内淳一郎様「熊本の景気展望～日本銀行熊本支店の機能と併せて～」より

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
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1.今日の歌
2.来訪者紹介

＠ニュースカイホテル
１/１０ 新年会＠松葉

3.会長･幹事報告

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

4.会員卓話 久峨章義君

来訪者紹介

熊本市域 RC 新春合同例会

竹内淳一郎様（日本銀行 熊本支店長/熊本 RC）

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は熊本 RC の会員

3.新入会員について
⇒山口

競様の入会が承認されました。

でもあります、日本銀行 熊本支店長の竹内淳一郎様

4.事務局員の賞与について

です。お話を楽しみにしております。後ほどよろし

⇒支給することが承認されました。

くお願いいたします。
さて、今年の例会も残すところ来週の1回のみとな

出席報告（井上雅文君）

りました。12月は師走、つまり、お坊さんが走ると
言いますが、神主も走ります。月の1日と15日に月次
祭という月ごとの報賽のために行う祭りがございま
すが、6月と12月の晦日には大祓が行われます。罪や
けがれを祓い清め、新年を迎えることとなります。
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０名（会員数には含まれません）

定例理事会報告（漆島典和君）
1.新年会について
⇒2017/1/10（火）会費10,000円、松葉にて開催が承
認されました。
2.タイ・プロジェクト支援（寄付）について
⇒1口10,000円で募ることが承認されました。（希望
者のみ）
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

例会変更のお知らせ
○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」

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○05福祉 RC～親睦会のため時間場所変更

○熊本 RC～定款に基づき休会

[変更前] 12月20日（火）１2：30～

[日

[変更後] 12月20日（火）１8：00～

○中央 RC～定款に基づき休会

[場

[日

所] 火の国ハイツ

程] 12月30日（金）１2：30～
程] 12月30日（金）１2：30～

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

○西稜 RC～定款に基づき休会

[変更前] 12月21日（水）１2：30～

[日

[変更後] 12月21日（水）１9：00～

○西 RC～定款に基づき休会

[場

[日

所] ビアレストラン オーデン

程] 1月2日（月）１2：30～
程] 1月3日（火）１2：30～

○菊南 RC～親睦会のため時間場所変更

○東 RC～定款に基づき休会

[変更前] 12月21日（水）１2：30～

[日

[変更後] 12月21日（水）未定

○江南 RC～新春合同例会に日程場所変更

[場

[変更前] 1月4日（水）12：30～

所] 未定

程] 1月3日（火）１2：30～

○北 RC～定款に基づき休会

[変更後] 1月6日（金）12：30～

[日

[場

程] 12月22日（木）１2：30～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

○東南 RC～新春合同例会に日程場所変更

[日

程] 12月22日（木）１9：00～

[変更前] 1月4日（水）12：30～

[場

所] 三十八

[変更後] 1月6日（金）12：30～

○城東 RC～定款に基づき休会

[場

[日

○平成 RC～新春合同例会に日程場所変更

程] 12月26日（月）１2：30～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○西稜 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月4日（水）12：30～

[日

[変更後] 1月6日（金）12：30～

程] 12月26日（月）１8：30～

○グリーン RC～定款に基づき休会

[場

[日

○西南 RC～新春合同例会に日程場所変更

程] 12月26日（月）１8：30～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○西 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月5日（木）12：30～

[日

[変更後] 1月6日（金）12：30～

程] 12月27日（火）１2：30～

○東 RC～定款に基づき休会

[場

[日

○北 RC～新春合同例会に日程場所変更

程] 12月27日（火）１2：30～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○05福祉 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月5日（木）12：30～

[日

[変更後] 1月6日（金）12：30～

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

[場

[変更前] 12月28日（水）12：30～

○熊本 RC～新春合同例会に場所変更

[変更後] 12月17日（土）14：00～

[日

程] 1月6日（金）12：30～

[場

[場

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

所] ユウベルホテル

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○東南 RC～定款に基づき休会

○中央 RC～新春合同例会に場所変更

[日

[日

程] 1月6日（金）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

[場

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

[日

○西 RC～新春合同例会に日程場所変更

程] 12月28日（水）１2：30～
程] 12月28日（水）１2：30～

○平成 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月10日（火）12：30～

[日

[変更後] 1月6日（金）12：30～

程] 12月28日（水）１8：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[場

[日

○東 RC～新春合同例会に日程場所変更

程] 12月28日（水）１8：30～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○西南 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月10日（火）12：30～

[日

[変更後] 1月6日（金）12：30～

程] 12月29日（木）１2：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[場

[日

○西南 RC～親睦会のため日程場所変更

程] 12月29日（木）１3：00～

所] ニュースカイホテル「ストリングス」

○北 RC～定款に基づき休会

[変更前] 1月19日（木）12：30～

[日

[変更後] 1月20日（金）18：30～

程] 12月29日（木）１8：30～

[場

2

所] ザ・スタイルオブエクセレント

幹事報告（坂本研一君）

けに参加募集を行う予定ですが、この訪問は台北大同

1.熊本りんどう RC より「創立10周年記念式典のお礼」が届い

扶輪社との交流を一番の目的としておりますので、ゴ

ております。

ルフをされない方も是非ご参加いただければと思い

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご参加をお願いいたします。
3.例会終了後「次年度（2017-18）臨時理事会」を開催いたし

●スマイル委員会（西川尚希君）

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。
委員会報告
●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 坂本幸樹委
員長からも報告がございましたが、来年1月10日（火）
開催の新年会にて今回もオークションを行いたいと
思います。つきましては、皆さまにオークションの品
皆さま、こんにちは。先週の年忘れ家族会は皆さま

物ご協賛をお願いいたします。ご協力いただける場合

のご協力で大盛会となりました。ありがとうございま

は、次回例会（12/19）時、もしくは当日お持ちいた

した。また、前回報告しましたとおり、新年会を来年

だけますと幸いです。詳細は事務局より改めてご案内

1月10日（火）18：30より松葉にて開催いたします。

いたします。ご協力のほどよろしくお願い申し上げま

来年第1回目の例会は1月16日（月）ですので、こちら

す。

が先に行われます。多数のご参加をお待ちしておりま
す。

●スマイルボックス（西川尚希君）
○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君
[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

古財良一君・北口 誠君

三角雄介君

12.7

藤木正幸君

12.2

本日の卓話者 日本銀行熊本支店長 竹内様のご来訪

井上雄一朗君

12.11

水野東洋君

12.13

を歓迎いたします。昨夜は楽しみで眠れませんでした。

渕田俊郎君

12.22

向臺行雄君

12.25

よろしくお願い申し上げます。

告坂和紀君

12.23

吉永彰一君

12.25

○西川尚希君
本日の卓話者 竹内様に心から感謝いたします。卓話楽
しみにしております。
○山内昭徳君

Ⅱ

久しぶりの出席です。今年もあと残り19日ですね。1年があ
っという間に過ぎて行きました。来年も皆さまにとって良き
年であることを願います。
○田川憲生君
[ 誕生祝 ]

11月30日「古希・全快祝い」に多数ご出席いただき、あり

[ 結婚祝 ]

がとうございました。また、12月5日の「年忘れ家族会」は私
が主催する会合と重なり欠席しました。申し訳ありません

●姉妹クラブ委員会（丸山浩之君）

でした。
○永井富士雄君
12月4日、第10回目を迎えた田崎市場感謝祭に、早朝
より雨にも関わらず多くのご来場をいただきました。
満員御礼、ご協力ありがとうございました。また、12
月5日年忘れ家族会を準備された皆さん、大変お疲れ

皆さま、こんにちは。姉妹クラブ 台北大同扶輪社

さまでした。

とのゴルフコンペにつきまして、日程が決定しました
のでお知らせ申し上げます。来年4月5日（水）～7日
（金）で、5日午後出国、6日コンペ、7日に台北大同
扶輪社の例会に出席し帰国の流れで調整中です。年明

3

次年度（2017-18）臨時理事会報告（今村浩昭君）
1.SAA の選出について
⇒野口泰則君を選出。承認されました。
2.地区委員の推薦について
⇒藤見泰之君・後藤

博君・原

裕一君・久峨章義君

丸山浩之君・三角雄介君・園田修司君・高宮

宏君を

推薦することが承認されました。
●外部卓話（古財良一君）
「熊本の景気展望～日本銀行熊本支店の機能と併せ
て～」 竹内淳一郎様（日本銀行 熊本支店長/熊本RC）

【例会予定】
12/26 定款に基づき休会

4

1/2

祝日のため休会

1/9

祝日のため休会

1/16

調整中

1/23

調整中

1/30

調整中

