今年は和菓子づくりの実演＆体験！＠年忘れ家族会より
yori
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ロータリーソング 「奉仕の理想」
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例会変更のお知らせ
○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更
[変更前] 12月12日（火）12：30～
[変更後] 12月12日（火）7：00～
[場

所] 県総合運動公園

○江南 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月13日（水）18：30～
[変更後] 12月13日（水）18：00～
○城東 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月18日（月）12：30～

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんばんは。本日の例会は年次総会・年忘
れ家族会です。どうぞよろしくお願いいたします。

[変更後] 12月18日（月）18：30～
○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月18日（月）18：30～

さて、今年度もおかげさまで折り返し地点となりま

○東 RC～親睦会のため時間変更

した。皆さまのご協力に感謝申し上げます。引き続き、

[変更前] 12月19日（火）12：30～

来年 6 月までの後半もよろしくお願い申し上げます。

[変更後] 12月19日（火）18：00～

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

○西 RC～定款に基づき休会
[日

幹事報告（玉田光識君）

程] 12月19日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月19日（火）12：30～

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月20日（水）12：30～
[変更後] 12月20日（水）18：30～

1.熊本中央 RC より「第9回 熊本中央 RC チャリティゴルフコ

○東南 RC～親睦会のため時間変更

ンペ参加の御礼並びに御報告」が届いております。

[変更前] 12月20日（水）12：30～

2.阿蘇 RC より「創立50周年記念式典及び祝賀会ご出席御

[変更後] 12月20日（水）18：30～

礼」が届いております。（寿崎 肇会員出席）

○平成 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月20日（水）12：30～

出席報告（井上雅文君）

[変更後] 12月20日（水）19：00～
○りんどう RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月21日（木）13：00～
[変更後] 12月21日（木）19：00～

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

４５名

75.00％

８０.００％

出席規定適用免除者

○西 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 12月26日（火）12：30～

名誉会員

[変更後] 12月26日（火）18：30～
[場

会員数

4名

欠席記録免除者 1名

０名（会員数には含まれません）

所] ロシア料理「ボルガ」

○05福祉 RC～親睦会のため時間変更
[変更前] 12月26日（火）12：30～
[変更後] 12月26日（火）18：00～
○江南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月27日（水）12：30～

○平成 RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

ございません。

程] 12月27日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

◆年次総会

程] 12月27日（水）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月27日（水）18：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 12月28日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

ロータリークラブ細則第5条第3節により、本日の総会

程] 12月28日（木）13：00～

○中央 RC～定款に基づき休会

出席者数は45名で会員総数（64名）の3分の1以上を満

[日

たしておりますので、本日の総会は成立しているもの

程] 12月29日（金）12：30～

といたします。ロータリークラブ細則第3条第1節に基

○りんどう RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更
[変更前] 1月4日（木）19：00～

づき設置された指名委員会において、次々期会長の承

[変更後] 1月5日（金）12：30～

認を受けました。次々期会長・次期理事・役員を本日

[場

の総会にて出席者の皆様の承認をいただきたくご提

所] ホテルキャッスル

○中央 RC～新春合同例会に振替のため場所変更

案いたします。

[日

程] 1月5日（金）12：30～

ご賛同いただけましたので、次々期会長・次期理事・

[場

所] ホテルキャッスル

役員を承認いたします。次期の理事役員の紹介は、
「年

○りんどう RC～定款に基づき休会

忘れ家族会」にて行います。倉崎保広次期幹事よろし

[日

くお願いいたします。以上を持ちまして年次総会を終

程] 1月11日（木）13：00～

了いたします。
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尚、10 月 23 日に開催されました「歴代会長会」におい
て、会長デグジネートに河津延雄会員が承認されました
のでご報告申し上げます。
◆年忘れ家族会
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