柴本幸生君・中嶋亜志火君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！
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９/２８
［ 今月/来月 ］

行 事

台北大同扶輪社歓迎会
＠松葉
９/２９ 職業奉仕研修セミナー
＠熊本県民交流館パレア
１０/１
第 2 回クラブ協議会
＠ホテル日航熊本
１０/６-７ 地区 RA 第 34 回年次大会
＠ホテルキャッスル
１０/６
R 財団研修セミナー＠小川総
合文化センター ラポート
１０/１２ 熊本第 4 グループ IM
＠ホテル熊本ニュースカイ

皆さん、こんにちは。早いもので本年度に入り、2
ヶ月が過ぎ 9 月となりました。まずは、うれしいお知
らせから。本日 2 名の新入会員を迎え入れることとな

一点ご報告がございます。田川副会長の席がしばらく

りました。お一人目は、JAL の阪田英治会員の後任の熊

空いておりますが、8 月 16 日から肺炎で熊大病院に入院

本支店長、柴本幸生会員。そして、お二人目は高宮

宏

されております。先週の金曜日、その前からメールでや

会員からのご推薦で、司法書士の中嶋亜志火会員。後

り取りをしておりましたが、見舞いに来ても良いという

ほどご挨拶をいただきますが、早く馴染んで頂きます

ことで行ってまいりました。だいぶ良くなって、酸素の

よう、皆様のお引き回しを宜しくお願いいたします。

摂取量も戻ってきたということで、本人は、うまくいけ

本日の卓話は、会員維持増強委員会の三角委員長に

ばあと一週間くらいかなぁとは言っておられましたが、

会員の維持増強についてお願いしてあります。本来は 8

しっかり治すには一か月くらいかかるかも、とも言われ

月が会員増強及び拡大月間でしたが、私の所信の重点

ました。肺の病気ということで、話すのが辛そうでした

項目の一番に挙げております 70 名を有言実行したいと

ので、早々に引き上げました。最初は、他言しないでく

思っておりますので宜しくお願いします。

れということでしたが、期間も長くなってきたので皆様

また卓話の前に少し時間をいただき、重点項目の 5

にはお伝えしてくださいと言われ、熊本南 RC からは会

番目に挙げておりましたクラブ細則の変更も第 16 条に

長が代表で来ていただいたのでお見舞いは結構ですと

基づき行いたいと思います。

いうここと、皆様にご迷惑をおかけしますが、よろしく
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お伝えくださいとのことでした。状況を時々メールしま

新入会員自己紹介 1回目（柴本幸生君）

すとのことでしたので、連絡があったらまたご報告しま
すので、しばらくお見舞いは控えられた方が良いかなと
思います。早く元気になって戻ってこられるのをお祈り
しながら、本日の会長報告といたします。
氏名：柴本幸生（しばもと

出席報告（森本康文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

４５名

72.58％

８６.２１％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

ゆきお） 君

生年月日：昭和42年9月6日
出身：福岡県
勤務先：日本航空株式会社熊本支店
趣味：旅行・交通関係

欠席記録免除者 1名

推薦者：田川憲生君・喜讀宣友君

０名（会員数には含まれません）

新入会員自己紹介 1回目（中嶋亜志火君）

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] 9 月 11 日（火）12：30～
[変更後] 9 月 11 日（火）6：30～
[場

所] 県民総合運動公園

氏名：中嶋亜志火（なかしま

○西 RC～定款に基づき休会

生年月日：昭和52年9月5日

[日

出身：熊本県

程] 9 月 18 日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会

勤務先：司法書士中嶋事務所

[日

趣味：水泳・料理

程] 9 月 18 日（火）12：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

推薦者：高宮

あしび） 君

宏君・玉田光識君

程] 9 月 19 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

●親睦活動委員会（三角雄介君）

程] 9 月 19 日（水）12：30～

○りんどう RC～親睦会のため日程場所変更

［誕生祝］

［結婚祝］

[変更前] 9 月 20 日（木）13：00～

沼野修一君

9.2

雑賀庸泰君

9.5

[変更後] 9 月 17 日（祝）

堀川貴史君

9.3

三角雄介君

9.6

[場

古財良一君

9.10

所] 親子 D ボート大会

井上雅文君

9.3

○中央 RC～定款に基づき休会

中嶋亜志火君

9.5

[日

程] 9 月 21 日（金）12：30～

柴本幸生君

9.6

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

丸山浩之君

9.14

[日

程] 9 月 26 日（水）18：30～

雑賀庸泰君

9.15

○平成 RC～親睦会のため場所変更

大津英敬君

9.22

[日

程] 9 月 26 日（水）18：30～

坂本幸樹君

9.27

[場

所] 未定

田中靖昭君

9.29

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 9 月 27 日（木）13：00～

幹事報告（倉崎保広君）
1.地区事務所より2017-18年度決算報告が届いておりま
す。
2. 先 週 配 布 し ま し た 「 ク ラ ブ 現 況 及 び 活 動 計 画 書
2018-2019年度 第61年度」に漏れがございました。本
［誕生祝］

日受付で配布しました「戦略計画委員会」を、各委員
会年間行事計画項に追加をお願いいたします。
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［結婚祝］

●青少年奉仕委員会（原

裕一君）

○園田修司君
新入会員 中嶋亜志火さん・柴本幸生さんの入会を歓
迎します。中嶋亜志火君は真面目そうに見えますが、
3 年前例大祭の学年代表を務めたお祭り男です。熊本
南 RC での盛り上げも期待しています！
○漆島典和君・古財良一君・北口

誠君

皆さま、こんにちは。青少年奉仕委員会よりお知ら

新入会員 中嶋亜志火様、柴本幸生様の入会を歓迎し

せです。「第6回熊本県水球競技大会」を10/21（日）

てスマイルいたします。また、三角雄介会員の卓話を

に開催いたします。8/29の IM にて、今年度は25メー

楽しみにしています。ここ 3 日体調を整えてまいりま

トルから50メートルプールの2コートで10数試合を行

した。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

うことが決定しました。今回は R 財団委員長 告坂会

○柴本幸生君

員より地区補助金の申請を行っていただき、承認され

この度、新規入会させていただきました。伝統ある熊

ております。皆さまには後日改めてご案内いたします。

本南 RC に入会させていただきありがとうございます。

多数のご参加をよろしくお願い申し上げます。

○中嶋亜志火君
9/5 誕生日を迎えます。この良き月に歴史と伝統ある

◆地区 RYLA 委員会報告（三角雄介君）

熊本南 RC に入会できたことをうれしく思います。
○寿崎

肇君

昨日 9/2（日）RI 第 2720 地区「公共イメージ・青少
年奉仕部門合同セミナー」に出席いたしました。喜讀
会長はじめ、担当の方々とともに勉強させていただき
ました。私にとって、ロータリーとは宗教のようなも
皆さま、こんにちは。地区 RYLA 委員会よりお知ら

のです。勉強するたびに心が清められる感じです。

せです。9/8（土）～9/9（日）の日程で、2018-19年

○寿崎

肇君

度 RYLA セミナーが阿蘇 YMCA にて開催されます。今年

前回の例会で、8/22 熊本市中学生バドミントン大会の

度テーマは「リーダーに必要な魅力、自信は引きつけ

報告をしましたがスマイルをお忘れていましたので

る印象力から」と題し、魅力ある、また人を惹きつけ

今日させていただきます。熊本南 RC の伝統ある素晴

ることのできるリーダーとはどういったものかを考

らしい中学生バドミントン大会を継続していただき

え、少しでも成長できるセミナー開催を考えられてい

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

ます。対象は18歳～30歳、人員にまだ空きがございま

○田中靖昭君

すので、追加で参加申込みをご希望の方は、私または

先週の日曜、私が指導している小学生のミニバスケッ

高宮

トボールチームが接戦を勝ち抜き優勝することがで

宏会員、事務局までお知らせください。よろし

くお願いいたします。

きました。頑張ってくれた子供たち、支えてくれたコ
ーチ、保護者に感謝のスマイルです。

●スマイルボックス（藤見泰之君）

○久峨章義君

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・今村浩昭君

申し訳ありませんが早退いたします。

西川尚希君

○森本康文君

柴本幸生会員、中嶋亜志火会員のご入会を心より歓迎

三角会員の卓話を大変楽しみにしていたのですが、所

いたします。また、三角雄介会員の会員増強の卓話大

用により早退いたします。残念でなりません。後日個

変楽しみにしています。昨夜は興奮して眠れなかった

別に聞かせてください。

らしいですが大丈夫でしょうね！
○渕田俊郎君・高宮

○沼野修一君

宏君・堀川貴史君・玉田光識君

すみません！今日は所用のため早退します。お詫びの

馬場大介君・永井富士雄君・藤見泰之君・坂本幸樹君

スマイルです。

森本康文君・藤山直秀君・沼野修一君・新田義正君
新入会員 中嶋亜志火様、柴本幸生様の当クラブ入会、
誠にありがとうございます。心から歓迎いたします。
どうぞ熊本南ロータリークラブライフを楽しんでく
ださい。
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◆臨時総会

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45名で会員総数（64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。
議題：熊本南ロータリークラブ 細則の変更について
「ロータリークラブ細則」
第2条 理事会
本クラブの管理主体は本クラブの会員16名により成
る理事会とする。
⇒

17名に変更（SAA 追加）

第3条 理事及び役員の選挙 第1節
役員を選挙すべき会合の1ヶ月前の例会において、そ
の議長たる役員は会員に対して、会長（次々年度）、
副会長、幹事、会計、および16名の理事を指名するこ
とを求めなければならない。
⇒

17名に変更

第5条 会合 第2節

【例会予定】

その出席は、本クラブまたは他のロータリークラブに

9/17 祝日のため休会

おいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パ

9/24 祝日のため休会

ーセントに出席していたことが実証されるか～
⇒

50に変更

◆9/5（水）熊本南ローターアクトクラブ例会

ご承認いただける方は拍手をお願いいたします。御賛
同いただけましたので、細則の変更を承認いたします。
●会員卓話（西川尚希君）
「会員維持増強について」

三角雄介君

メインプログラムは出雲副会長が担当でした。第一
部では水に関する種類、効果、効能を勉強し、第二
部では『利き水』大会が行われ大変賑やかな例会と
なりました。
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