10/14（月・祝）熊本南 RC 杯 第 7 回 熊本県水球競技大会＠アクアドーム

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１２回例会記録（通算第 2822 回）
令和１年（2019）年１０月２１日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「われらの生業」
来訪者紹介
廣松信房様（高橋ホールディングス㈱）
（熊本南 RAC）
出雲貴士君・長谷川 司君・宮本貴也君
島崎 哲君・村上慶輔君・木下 晃君
（寿崎奨学生）
馮郅勍君・張麗波君・莫斯婷君
杜 燕君・孫雪寒君・呂 康君
AHMED MD SHAMIM 君
今日の例会

会長報告（坂本研一君）
皆さま、こんばんは。本日も例会参加ありがとうございます。
まず、本日の来訪者のご紹介です。高橋ホールディングス㈱廣松
信房様、熊本南 RAC 出雲貴士君、長谷川
崎

哲君、村上慶輔君、木下

司君、宮本貴也君、島

晃さん。寿崎奨学生 馮郅勍さん、

張麗波さん、莫斯婷さん、AHMED MD SHAMIM 君、杜
寒さん、呂

燕さん、孫雪

康君です。よろしくお願いいたします。

さて、2 週ぶりに皆さんとお会いしますが、ロータリー行事満載
で久しぶり感があまりありません。10 月 13 日（日）熊本中央 RC 坂
口会員紹介の演劇「ちひろ」菊池文化会館に伺いました。10 月 14
日（祝）水球大会はまた今年も大成功を収めました。西川委員長

1 今日の歌

はじめ、20 名近くの会員にお手伝いいただき心より感謝申し上げ

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 寺本光秀君

ます。坂本幸樹会員友達の審判の方から、この大会は熊本の水球
競技に於いて個人のモチベーションを上げる良い環境をつくって
くれていると感謝されているらしく本当に嬉しく思います。10 月

今月・来月の行事

19 日（土）ヒロ・デザイン専門学校表彰式に伺い先日例会で選定

11/8-9 地区大会＠中津文化会館/ヴィラルーチェ
11/23 会員維持増強セミナー＠熊本市流通情報会館
11/26 熊本第4 グループIM＠ニュースカイ

しました、高校生ファッション画コンテスト 熊本南 RC 賞をお渡
ししてまいりました。10 月 20 日（日）故 野田ガバナーを偲ぶ＆
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エンドポリオゴルフコンペには、野田パストガバナーの

○東南 RC～定款に基づき休会

息子さんお二人もご参加いただき親睦を深めることが

[日

できました。近い将来入会を楽しみにしています。コン

○菊南 RC～定款に基づき休会

ペは北口幹事の優勝でした。そして優勝ポイントを全額

[日

寄付いただき、出場者からのチャリティーポイントも含

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

め 32000 ポイント貯まりました。

[変更前] 10 月 30 日（水）12：30～

また、千葉 市原 RC 篠田美幸会長より、国府高校 IAC

程] 10 月 30 日（水）12：30～
程] 10 月 30 日（水）12：30～

[変更後] 10 月 30 日（水）18：00～

から市原中央高校 IAC に義援金をいただきましたと感謝

[場

のご連絡がございました。台風 15 号で被害が出て、や

○西南 RC～定款に基づき休会

っと復旧に向け準備をしている最中に 19 号と、全てが

[日

やり直しになったと仰っておられました。心よりお見舞

○りんどう RC～定款に基づき休会

い申し上げます。

[日

最後に、本日は観月会＆新入会員歓迎会です。去年の

所] 未定
程] 10 月 31 日（木）12：30～
程] 10 月 31 日（木）13：00～

○05福祉 RC～地区大会に振替のため日程場所変更

ように上品なさすが熊本南 RC と言われる親睦会にいた

[変更前] 11 月 5 日（火）12：30～

しましょう。尚、新入会員対象は、寺本光秀会員、木下

[変更後] 11 月 9 日（土）11：00～

貴夫会員、網川

[場

久会員、鬼木幹生会員、三瀬広海会員、

松茂信吾会員です。

所] 中津文化会館

○菊南 RC～地区大会に振替のため日程場所変更

以上、第 12 回目の会長報告とさせていただきます。

[変更前] 11 月 6 日（水）12：30～
[変更後] 11 月 9 日（土）11：00～
[場

出席報告（井上雅文君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４１名

66.13％

７９.３７％

出席規定適用免除者
名誉会員

1名

所] 中津文化会館

○中央 RC～地区大会に振替のため日程場所変更
[変更前] 11 月 8 日（金）12：30～
[変更後] 11 月 9 日（土）11：00～
[場

欠席記録免除者 1名

所] 中津文化会館

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 11 月 14 日（木）19：30～

[場

所] 未定

○中央 RC～職場訪問のため場所変更
幹事報告（北口 誠君）

[日

程] 11 月 15 日（金）12：30～

1.地区事務所より「第7回日台ロータリー親善会議 福岡

[場

所] 玉水苑

大会」のご案内が届いております。参加希望の方は申

○05福祉 RC～定款に基づき休会

込書にご記入をお願いいたします。

[日

2.肥後大津 RC より「第1回チャリティーゴルフ大会のご

程] 11 月 19 日（火）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

案内」が届いております。参加希望の方は申込書にご

[日

記入をお願いいたします。

○中央 RC～定款に基づき休会

3.姫路南 RC より9月週報が届いております。

[日

程] 11 月 21 日（火）13：00～
程] 11 月 22 日（金）12：30～

○西 RC～熊本第4グループ IM 振替のため時間変更
例会変更のお知らせ

[変更前] 11 月 26 日（火）12：30～

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～

[変更前] 10 月 29 日（火）12：30～

○西南 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程変更

[変更後] 10 月 29 日（火）未定

[変更前] 11 月 28 日（木）12：30～

[場

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～

所] 未定

○東 RC～定款に基づき休会

○中央 RC～熊本第4グループ IM 振替のため日程変更

[日

[変更前] 11 月 29 日（金）12：30～

程] 10 月 29 日（火）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

[変更後] 11 月 26 日（火）17：00～

程] 10 月 30 日（水）12：30～
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委員会報告

■観月会＆新入会員歓迎会

●R財団委員会（星野誠之君）
ポリオ募金協力のお願いがございました。
●IAC委員会（森本康文君）
国府高校IACの台風15号被害募金活動の報告です。募
金額33,306円と、9/30臨時理事会にて承認されました、
基金からのお見舞い金100,000円合わせて、千葉 市原
中央高校IACへ133,306円をお渡ししましたことをご
報告申し上げます。また、国府高校IACと寿崎奨学生
との交流会を、12/14（土）14：00より国府高校にて
開催する予定です。寿崎奨学生の皆さんには是非多数
のご参加をお願いいたします。
新入会員自己紹介 2 回目（松茂信吾君）

●スマイルボックス（告坂和紀君）
○坂本研一君・漆島典和君・北口

誠君・園田修司君

坂本幸樹君・河津延雄君・井上雄一朗君
当クラブへの来訪者、高橋ホールディングス㈱廣松様、
熊本南 RAC の皆さま、寿崎奨学生の皆さまを歓迎いた
します。
○古財良一君・山本

円君・星野誠之君・三角雄介君

大津英敬君・森本康文君・斉藤
網川

淳君・告坂和紀君

久君

熊本南 RAC の皆さま、寿崎奨学生の皆さまのご来訪を
歓迎いたします。本日の観月会楽しまれてください。
○井上雅文君
本日は熊本南 RAC メンバー6 名で参加させていただい
ております。次年度の RAC 年次大会主幹事を務めるこ
ととなりました。皆さまのご支援ご協力をよろしくお
願いします。本日はたくさんお酒をついでいただき、
親睦が深まりますようお願いいたします。
○寺本光秀君・木下貴夫君・網川

久君・鬼木幹生君

三瀬広海君・松茂信吾君
本日は新入会員歓迎会を開催していただき、誠にあり
がとうございます。
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◆10/12（土）地区 RA 第 35 回 年次大会 in 日田

◆10/19（土）
「高校生ファッション画コンテスト
in 九州・沖縄」表彰式＠熊本市現代美術館

◆10/14（月・祝）第 7 回 熊本県水球競技大会
＠アクアドーム
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