10 月 21 日（日）熊本南 RC 杯 第 6 回 熊本県水球競技大会＠アクアドーム

第１１回例会記録（通算第 2782 回）
平成 30（2018）年１０月２２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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な質問やご意見を頂き、今後の今年度目標達成の指針に
なりました。その日は夜も食事をご一緒させて頂き、普
段聞けないようなお話も聞くことができ本当に有意義
会長報告（喜讀宣友君）

な時間を過ごすことができました。その後、堀川会員と

皆さま、こんにちは。本日は夜の観月会と新入会員

ガバナーの甥っ子さんとで行った 2 次会では、甥っ子さ

歓迎会の例会となります。新入会員の新田義正会員、

んと音楽の趣味が一緒ということで、初対面とは思えな

中嶋亜志火会員、柴本幸生会員、池﨑龍彦会員は、今

いほど盛り上がりました。あらためて酒の力はすごいな

宵はお酒のお手伝いも借りながらますます当クラブに

ぁと思いました。

馴染んで頂ければと思っております。後ほどご挨拶頂

本日はその酒のスペシャリストでもある当クラブの

くかと思いますので宜しくお願い致します。またオブ

丸山会員からウイスキーにまつわるお話が聞けるとい

ザーバーとして熊本南 RAC の皆さんにもお越しいただ

うことで楽しみにしております。中にハイボールにうる

いております。後ほどご紹介の時間があるかと思いま

さい方がおられますので、早めにおいしいやつを 10 杯

すのでこちらも宜しくお願い致します。

くらい作って頂ければと思います。本日提供するお酒の

先週はガバナー公式訪問例会という事で髙山ガバナ

中に台北大同扶輪社から頂いたカバランという台湾の

ーからは非常に分かり易いアドレスをいただきまし

高級ウイスキーがありますが、飲まれてみて美味しいと

た。また例会前に行われた会長・幹事の面談では様々

思われた方は、是非来年の 35 周年記念式典に一緒に行
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きましょう。おそらく腹一杯飲めると思いますので宜し

○平成 RC～親睦会ため日程場所変更

くお願い致します。

[変更前] 11 月 7 日（水）12：30～

話は変わりますが、昨日は熊本南 RC 杯 第 6 回熊本県

[変更後] 11 月 10 日（土）9：15～

水球競技大会が開催され、多少の不手際はありましたが、

[場

事故もなく、無事に終えることができほっとしておりま

○りんどう RC～夜例会に時間変更

す。準備の段階から関わって頂いた原委員長をはじめと

[変更前] 11 月 8 日（木）13：00～

する関係者の皆さん、当日お手伝いと盛り上げに来て頂

[変更後] 11 月 8 日（木）19：30～

いた皆さん、大会の成功を祈って念を送って頂いた皆さ

○05福祉 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

ん、本当にありがとうございました。今回は 50m プール

[変更前] 11 月 13 日（火）12：30～

が使えるということでチーム数、試合数も増やし、初め

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

ての試みとして U-15 熊本選抜 対 U-17 熊本選抜のエキ

[場

シビションマッチや、チェリーブラッサムさんによるチ

○水前寺公園 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

アリーディング、熊本高校ダンス同好会によるダンスパ

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～

フォーマンスなど非常に華やかで記憶に残る大会にな

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

ったのではないかと密かに思っておりますが、この大会

[場

も毎年進化をし続けており、閉会で次年度坂本研一エレ

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

クトがかっこいい挨拶をされているのをみて来年もさ

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～

らに進化するであろうと確信しました、とハードルを上

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

げておきます。楽しい宴を前にして少し長くなりました

[場

が、今宵秋の夜長を美味しいお酒と楽しい会話でますま

○中央 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更

す皆が仲良くなって明日の活力にしていただければ幸

[変更前] 11 月 16 日（金）12：30～

いです。

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土）

本日もどうぞ宜しくお願い致します。

[場

所] 広安愛児園

所] ホルトホール大分

所] ホルトホール大分

所] ホルトホール大分

所] ホルトホール大分

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

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

６５名

４２名

66.67％

７９.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

3名

程] 11 月 20 日（火）12：30～

○江南 RC～職場訪問のため場所変更
[日

程] 11 月 21 日（水）12：30～

[場

所] 浜料理 侍

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1名

[日

程] 11 月 21 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 11 月 21 日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
例会変更のお知らせ

[日

程] 11 月 22 日（木）13：00～

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

程] 10 月 29 日（月）18：30～

幹事報告（倉崎保広君）

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

1.髙山泰四郎ガバナーより「公式訪問合同例会のお礼」が

程] 10 月 30 日（火）12：30～

届いております。

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

2.明日（10/23）は事務局員所用のため午前中不在しま

程] 10 月 31 日（水）12：30～

す。ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたしま

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

す。

程] 10 月 31 日（水）12：30～

○東南 RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

ございません

程] 10 月 31 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 10 月 31 日（水）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 1 日（木）19：00～
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●スマイルボックス（告坂和紀君）
○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君
堀川貴史君・西川尚希君・告坂和紀君
本日は新入会員の歓迎会として、新田義正会員、中嶋
亜志火会員、柴本幸生会員、池﨑龍彦会員の入会を改
めて歓迎いたします。今後のロータリーライフを楽し
まれてください。また本日は丸山浩之会員のウイスキ
ー講座を大変楽しみにしています。最後に昨日の第 6
回水球大会は原委員長はじめ、皆さまお疲れさまでし
た。感謝の意を込めてスマイルします。
○原

裕一君・藤見泰之君・平木俊孝君

Ⅳ

10/21 開催の第 6 回水球競技大会の事前 PR に 15：15
からの RKK ラジオ「おしゃべりてんこもり」通称「ラ
ジてん」で 5 分間の生告知枠をいただきました。RKK
ラジオ局長も兼ねる沼野修一会員に感謝のスマイル
と、原

裕一会員へのエールでスマイルいたします。

■観月会＆新入会員歓迎会
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◆10/19（金）喜讀会長年度ゴルフコンペ（熊本中央 RC
チャリティコンペ）＠あつまるレーク CC

◆10/21（日）第 6 回 熊本県水球競技大会
＠アクアドーム

【例会予定】
11/5 米山奨学生卓話 蔡宜瑾君（台湾）
11/12 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式
11/19 新入会員卓話 藤山直秀君
11/26 会員卓話 坂本研一君
【RAC・IAC の例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：11月8日（木）20：00～
場所：西部ガス
担当：藤見泰之君
日時：11月22日（木）20：00～
場所：西部ガス
担当：平田明佳君
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：11月7日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
日時：11月21日（水）16：00～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
ただし、学校の都合上（他団体が施設を利用する場合や 生徒
の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。
ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です。
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