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［  今 日  ］ 

例 会 

 

 

 

会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。早いもので 12月となり師走と

なりました。本日の例会は年次総会となります。この

後、総会の審議並びに報告がございます。終了後は、

年忘れ家族会となっておりますので、慎重審議の上に

スムースな進行をお願いしまして本日の会長報告とさ

せて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.上原大助ガバナー補佐より、10/12「熊本第4グループ IM

収支報告書」が届いております。  

2.来週（12/10）例会場は、都合によりホテル日航熊本 

7F 「ガーデンバンケット」に変更いたします。ご注

意ください。 

1/7  新年会＠松葉 

1/8  熊本市域 RC 新春合同例会 

＠ホテルキャッスル 

1/28 第 4 回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７回例会記録（通算第 2788 回）  

平成 30（2018）年１２月３日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

呂 康君（寿崎奨学生） 

AHMED MD SHAMIM君（寿崎奨学生） 

王 双林君（寿崎奨学生） 

呂 宜靜君（寿崎奨学生） 

会員ご家族の皆様 
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12 月 3 日（月）年忘れ家族会＠ホテル日航熊本「天草」より 

例会変更のお知らせ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月 10日（月）18：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 7F 「ガーデンバンケット」 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月 12日（水）12：30～ 

[変更後] 12月 12日（水）18：00～ 

[場  所] KKR ホテル 

○江南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 12日（水）18：30～ 

[変更後] 12月 12日（水）18：00～ 

○りんどう RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 12月 13日（木）13：00～ 

[場  所] 肥後木材 

○城東 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12月 17日（月）12：30～ 

[変更後] 12月 10日（月）18：30～ 
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○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 12月 18日（火）12：30～ 

[変更後] 12月 18日（火）18：30～ 

[場  所] すき焼き 加茂川 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 18日（火）12：30～ 

[変更後] 12月 18日（火）18：00～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12月 18日（火）12：30～ 

[変更後] 12月 22日（土）18：00～ 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 19日（水）12：30～ 

[変更後] 12月 19日（水）18：30～ 

○平成 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 19日（水）12：30～ 

[変更後] 12月 19日（水）18：30～ 

○菊南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 19日（水）12：30～ 

[変更後] 12月 19日（水）未定 

○りんどう RC～合同例会のため日程変更 

[変更前] 12月 20日（木）13：00～ 

[変更後] 12月 15日（土）19：00～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 25日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 25日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 26日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 26日（水）18：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 26日（水）18：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 27日（木）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 27日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 28日（金）12：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 31日（月）18：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月 2日（水）12：30～ 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月 3日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1月 4日（金）12：30～ 

 

 

○西稜 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月 7日（月）18：30～ 

[変更後] 1月 8日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○江南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月 9日（水）18：30～ 

[変更後] 1月 8日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○西南 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月 10日（木）18：30～ 

[変更後] 1月 8日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○中央 RC～合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1月 11日（金）18：30～ 

[変更後] 1月 8日（火）12：30～ 

[場  所] キャッスル 

○西南 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 1月 17日（木）12：30～ 

[変更後] 1月 18日（金）18：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 1月 28日（月）18：30～ 

[場  所] 未定 

 

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 ４０名 64.52％    ７３.７７％ 

出席規定適用免除者 3名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

◆年次総会（喜讀宣友君） 

 

 

 

 

 

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40名で会員総数（65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。ロータリークラブ細則第3条第1節に基

づき設置された指名委員会において、次々期会長の承

認を受けました。次々期会長・次期理事・役員を本日

の総会にて出席者の皆様の承認をいただきたくご提

案いたします。 

ご賛同いただけましたので、次々期会長・次期理事・

役員を承認いたします。次期の理事役員の紹介は、「年
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忘れ家族会」にて行います。北口 誠次期幹事よろし

くお願いいたします。以上を持ちまして年次総会を終

了いたします。 

皆さま改めまして、こんばんは。先ほど行われまし

た年次総会におきまして、次年度会長はじめ理事役員、

そして会長ノミニー、会長デジグネートまで決まりま

した。少しほっとしたというか、半分肩の荷が下りた

ような気がしております。本日は年忘れ家族会という

ことで非常に楽しみにしております。ローターアクト

の参加が無いのは少し寂しいですが、寿崎奨学生には

いい懇親の機会だと思います。 

我々が、ロータリー活動をできるのは家族の協力が

あっての事と日頃より思っております。本日は、その

家族に感謝の気持ちを届けたいという思いで坂本幸

樹委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆さんに

楽しい企画を準備して頂きました。ちなみにうちの奥

さんは、私の代わりに業者の忘年会に出て頂いており

ますので別の機会に慰労したいなと思っております。 

短い時間ではございますが、最後までお楽しみくだ

さい。本日は、宜しくお願い致します。 

 

✩2019−2020 年度 役員・理事✩ 

会 長     坂本研一 

副会長     漆島典和 

会長エレクト  河津延雄 

直前会長    喜讀宣友 

幹 事     北口 誠 

会 計     玉田光識 

理 事      馬場大介 

理 事     後藤 博 

理 事     堀川貴史 

理 事     古財良一 

理 事     丸山浩之 

理 事     三角雄介 

理 事     永井富士雄 

理 事     西川尚希 

理 事     坂本幸樹 

理 事     塚本 侃 

尚、10月 29 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玉田光識会員が承認されま

したのでご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆年忘れ家族会 
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【例会予定】 

12/17 外部卓話 巻誠一郎様 

（NPO 法人ユアアクション） 

12/24 祝日のため休会 

12/31 定款に基づき休会  

 1/8  熊本市域 RC新春合同例会へ振替 

（1/7はございません） 

 1/14 祝日のため休会 

 1/21 月間テーマ（職業奉仕）卓話 倉田榮喜様 

 1/28 新入社員卓話 新田義正君 

 

 

 

 

 


