10/16（月）観月会例会より。皆さま、楽しんでいた だけましたか ？

第１１回例会記録（通算第 2742 回）
平成 29（2017）年１０月１６日
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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今日の歌
［ 今月/来月 ］
来訪者紹介
会長・幹事報告
行 事 １０/２８
外部卓話
川上清太様・吉本祐之様
１１/３
（新水前寺にぎわせ隊）

今村年度ゴルフ愛好会親睦コ
ンペ＠熊本高遊原 CC
地区会員増強部門・新進気鋭
会員セミナー＠熊本学園大学
第 5 回熊本県水球競技大会
＠アクアドーム
１１/７ 第 2 回熊本市域 RC 会長・幹
事会＠ホテル日航熊本
１１/１１ 姫路南 RC「交流懇親会」
＠ホテル日航熊本

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんばんは。本日は観月会例会です。猪本酒店
の猪本順子様にお越しいただき、後ほど日本酒の講座と利
）

）
〃
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き酒大会を行っていただきます。どうぞお楽しみくださ
い。

）

まず、先週10/14（土）、ヒロ・デザイン専門学校「高校
生ファッション画コンテスト in 九州・沖縄」の表彰式が
あり、丸山青少年奉仕委員長と出席いたしました。9/25
例会で選定されました「熊本南 RC 賞」の表彰状と副賞を

www.kumamoto-southrc.org

お渡ししてまいりましたのでご報告申し上げます。
さて、すでにご案内しておりますとおり、姫路南 RC の
会員様が 11/11～12 の日程で来熊されます。11/11 の土曜
となりますが、交流懇親会がここホテル日航熊本にて開催

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 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

されます。都合のつかれる方は是非ご参加ください。

○水前寺公園 RC～江津湖清掃のため日程場所変更

また先週、野口泰則会員の古希のお祝いがあり、当ク

[変更前] 11月15日（水）12：30～

ラブからも多数のご参加をいただきました。そのお礼を

[変更後] 11月19日（日）7：30～

野口泰則会員より頂戴しましたので、こちらは特別積立

[場

金口座へ入金といたします。

○西 RC～定款に基づき休会
[日

所] 江津湖公園
程] 11月21日（火）12：30～

例会変更のお知らせ

○菊南 RC～定款に基づき休会

○西稜 RC～熊本第4グループ IM のため日程場所変更

[日

[変更前] 10月23日（月）18：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[変更後] 10月19日（木）17：30～

[日

[場

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

所] ホテル日航熊本

程] 11月22日（水）12：30～
程] 11月23日（木）13：00～

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更

[日

[変更前] 10月24日（火）12：30～

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

[変更後] 10月24日（火）未定

[変更前] 11月29日（水）12：30～

[場

[変更後] 12月1日（金）

所] 未定

程] 11月29日（水）12：30～

○平成 RC～合同例会のため日程場所変更

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更

[変更前] 10月25日（水）18：30～

[変更前] 11月30日（木）13：00～

[変更後] 10月28日（土）17：30～

[変更後] 12月1日（金）

[場

所] ステーションホテル小倉

○中央 RC～チャリティコンペのため時間場所変更

幹事報告（玉田光識君）

[変更前] 10月27日（金）12：30～

ございません。

[変更後] 10月27日（金）7：45～
[場

所] 熊本高遊原 CC

出席報告（井上雅文君）

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 10月30日（月）18：30～

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 10月31日（火）12：30～
程] 10月31日（火）12：30～

前々回
修正出席率

６４名

３６名

59.02％

７７.６９％

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

程] 10月31日（火）12：30～
委員会報告

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

出席率

名誉会員

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

出席数

出席規定適用免除者

○東 RC～定款に基づき休会
[日

会員数

ございません

程] 11月1日（水）12：30～

○北 RC～合同例会のため日程変更
●スマイルボックス（山下洋一郎君）

[変更前] 11月2日（月）18：30～
[変更後] 11月13日（月）18：30～
[場

所] ホテルキャッスル

○西 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 11月7日（火）12：30～
[変更後] 11月3日（祝）9：00～
[場

○今村浩昭君・玉田光識君・喜讀宣友君・告坂和紀君

所] 県民総合運動公園

○りんどう RC～親睦会のため時間場所変更

杉光定則君

[変更前] 11月9日（木）13：00～

本日のご来訪者、猪本順子様、熊本南 RAC の皆さま、

[変更後] 11月9日（木）19：00～

寿崎奨学生の皆さまを心から歓迎いたします。今日は

[場

あいにくの雨で月は見えませんが、観月会の夜をお楽

所] 未定

しみください。
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○坂本研一君・古財良一君・馬場大介君・丸山浩之君
大津英敬君
猪本酒店 猪本さんセレクトの日本酒楽しみです。今
日は上品に飲もうと思います。熊本南 RAC、寿崎奨学
生の皆さんを歓迎します。
○野口泰則君
先日は古希の会にたくさんの会員の皆さまよりご出
席賜り、心から感謝してスマイルいたします。本当に
ありがとうございました。
○河津延雄君
10 月 14 日、江津湖花火大会は雨の中無事終了いたし
ました。入場者 82,700 人でした。応援ありがとうご
ざいました。
○塚本 侃君

Ⅹ

娘がようやく結婚します。感謝のスマイルです。
○井上雄一朗君
本日は別の会合があり、例会のみの出席で失礼します。
お詫びのスマイルです。
【例会予定】
10/30 新入会員卓話 斉藤

淳君

11/6 新入会員卓話 平木俊孝君
11/13 RYLA セミナー報告 姫井浩之様・杉光定則君
（RKK メディアプランニング）
11/20 会員卓話 田川憲生君
11/27 月間テーマ卓話 林

明様（熊本江南 RC）

■観月会
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■10/14 ヒロ・デザイン専門学校「高校生ファッション
画コンテスト in 九州・沖縄」
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