9/30（月）瀧ガバナー公式訪問合同例会＠ホテル日航熊本「阿蘇」
()

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１０回例会記録（通算第 2820 回）
令和１年（2019）年９月３０日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「奉仕の理想」
来訪者紹介
瀧 満様（第 2720 地区ガバナー）
瀧真由美様（令夫人）
出田晴彦様（熊本第 4G ガバナー補佐）
李晨妍君（米山奨学生）

代表会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんにちは。熊本南 RC 本年度会長を仰せつかっており
ます、坂本研一と申します。職業分類は印刷、ロータリー歴 10 年
目の若輩者でございます。本日はガバナー公式訪問合同例会を皆
さまと一緒に楽しみたいと思います。それではご来訪者の紹介か
ら。RI 第 2720 地区 ガバナー 瀧

満様、令夫人 瀧真由美様、熊

本第 4G ガバナー補佐 出田晴彦様、米山奨学生 李晨妍さんです。
よろしくお願いいたします。
さて、10 月 14 日は熊本南 RC メインイベントの 1 つである第７

今日の例会

回水球競技大会です。これは昨年に続き地区補助金をいただき開

1 今日の歌

催いたします。水球というマイナーな競技にフューチャーし、な

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 後藤 博君

おかつ試合経験の少ない学生へ向け、競技者保護者様にとっても
期待されている大会です。青少年奉仕 西川委員長を中心に打合せ
は万全です。是非とも子ども達の頑張っている姿を応援、観覧に

今月・来月の行事
10/12 RI 第2720 地区RA 年次大会in 日田
10/14 第7 回熊本県水球大会＠アクアドーム
10/21 観月会例会＆新入会員歓迎会
＠ホテル日航熊本 「ガーデンバンケット」

いらしていただけるよう、よろしくお願い申し上げます。本日は
時間を 10 分いただいていますので最後に個人的話を。私は 10 代
20 代の頃は輩のようでした。30 代は敵をつくることがへっちゃら
で嫌われ者でした。40 になり父から会社を継ぎ、46 歳の時ロータ

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

リーに入れていただきました。そして先輩方から可愛が

○水前寺公園 RC～清掃活動のため日程場所変更

っていただき、ロータリーを教えていただきました。特

[変更前] 10 月 16 日（水）12：30～

に仕組みづくりは会社でも役に立っております。今では

[変更後] 10 月 20 日（日）8：00～

準備 8 割なんて言葉を会社でも言うようなってまいりま

[場

した。ロータリーが私に与えたことは非常に大きいです。

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

これからは今年度のテーマである「繋ぐ」ことをロータ

[変更前] 10 月 16 日（水）12：30～

リーだけでなく会社でも所属している組合活動でもや

[変更後] 10 月 16 日（水）18：30～

っていこうと考えております。熊本南 RC で本当に良か

[場

ったと心より思います。こんな大事な日にガラにもない

○菊南 RC～定款に基づき休会

ことを言ってしまいました。

[変更前] 10 月 16 日（水）12：30～

以上、第 10 回目の会長報告とさせていただきます。

所] 江津湖公園

所] 瑞恵

○りんどう RC～定款に基づき休会
[変更前] 10 月 17 日（木）13：00～
○西稜 RC～親睦会のため日程場所変更

出席報告（田中靖昭君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４３名

69.35％

７９.０３％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

[変更前] 10 月 21 日（月）18：30～
[変更後] 10 月 11 日（金）8：00～
[場

所] 高遊原 CC

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

欠席記録免除者 1名

[変更前] 10 月 23 日（水）12：30～
○平成 RC～合同例会のため日程場所変更

０名（会員数には含まれません）

[変更前] 10 月 23 日（水）18：30～
[変更後] 10 月 26 日（土）18：30～

代表幹事報告（北口

誠君）

[場

1.地区事務所より「グローバル補助金奨学生（援助国側）

所] 仙台 メゾンドリアフィーユ

○中央 RC～親睦会のため時間場所変更

スポンサークラブについて」が届いております。

[変更前] 10 月 25 日（金）12：30～

2.熊本第4G ガバナー補佐 出田晴彦様より「熊本第4グル

[変更後] 10 月 25 日（金）8：15～

ープ IM（インターシティミーティング）開催のご案内」

[場

が届いております。

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更

3.大分キャピタル RC より「創立20周年記念式典・祝賀

所] 熊本南 CC

[変更前] 10 月 29 日（火）12：30～

会ご出席の御礼」が届いております。

[変更後] 10 月 29 日（火）未定
[場

所] 未定

例会変更のお知らせ

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～

[日

[変更後] 10 月 30 日（水）18：00～

程] 10 月 9 日（水）12：30～

○江南 RC～親睦会のため場所変更

[場

[日

程] 10 月 9 日（水）18：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

[場

所] 浜料理 侍

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～

所] 未定

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

○菊南 RC～定款に基づき休会

[日

程] 10 月 10 日（木）19：30～

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～

[場

所] 未定

○西南 RC～定款に基づき休会

○中央 RC～定款に基づき休会

[変更前] 10 月 31 日（木）12：30～

[日

○りんどう RC～定款に基づき休会

程] 10 月 11 日（金）18：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

[変更前] 10 月 31 日（木）13：00～

程] 10 月 15 日（火）12：30～
委員会報告
ございません

2

瀧

満ガバナーへバナー贈呈

◆臨時理事会報告（坂本研一君）
1.平尾豊幸会員の退会について（9/30 付）
⇒承認されました。
2.短期青少年交換留学事業について
⇒姉妹クラブ委員会より収支の報告。
3.2020-21（次年度）RAC 年次大会について
⇒熊本南 RAC のホスト開催が承認されました。
4.水球競技大会について（青少年奉仕委員会より事業内

【熊本南 RC】

容及び予算の説明）⇒承認されました。
5.高校生ファッション画コンテストについて（青少年奉
仕委員会より事業内容及び予算の説明）⇒承認されま
した。
6.千葉 市原 RC へ台風 15 号による災害お見舞いについ
て
⇒熊本地震の際に市原 RC 及び市原中央 IAC より国府高
校 IAC へ寄付をいただいており、基金よりお見舞い金
【熊本西稜 RC】

を支出することが承認されました。また、国府高校 IAC
の募金活動を承認。

●スマイルボックス（告坂和紀君）
●ガバナーアドレス（瀧

○岡畑
瀧

寛様・荒木正人様（熊本西稜 RC）
満ガバナー、令夫人 瀧真由美様の御来訪を心よ

り歓迎いたします。また、出田晴彦熊本第 4G ガバナ
ー補佐、米山奨学生のリ・チェンイェンさんを歓迎い
たします。
○坂本研一君・北口
瀧

誠君

満ガバナー、令夫人 瀧

真由美様の御来訪を心

より歓迎いたします。本日のガバナーアドレスしっか
り勉強させていただきます。また、出田晴彦熊本第 4G
ガバナー補佐、米山奨学生のリ・チェンイェンさんを
歓迎いたします。
尚本日は、皆様に全員スマイルのご協力をいただいて
おります。本日集まりましたスマイルにつきましては
全額ロータリー財団へ寄付をさせていただきます。皆
様の温かいご協力ありがとうございました。
スマイル集計
熊本西稜 RC
17,000 円
熊本南 RC
42,000 円
合計

59,000 円
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満ガバナー）

【例会予定】
10/14 祝日のため休会
10/21 観月会例会＆新入会員歓迎会
10/28 会員卓話 寺本光秀君

◆9/19（木）熊本南 RAC 例会
9 月 19 日木曜日、熊本南 RAC と熊本北 RAC の合同例会
が開催されました。メインプログラムはトーナメント
戦の卓球大会でした。ともに汗を流し、笑顔が溢れ、
クラブ間の親睦が大変深まった様子でした。
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