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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

1/7   熊本市域RC新春合同例会＠ANAクラウンプラ

ザホテル熊本ニュースカイ 

1/14  新年会＠松葉 

1/22  第2回熊本市域RC会長・幹事会 

    ＠ザ・ニューホテル熊本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/６   第2720地区RA家族清掃及び

台湾地震募金活動 

５/１４  第 4 回クラブ協議会（現・新合

同）＠ホテル日航熊本 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

 

令和１年（2019）年１２月９日 
斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「手に手つないで」 

 

来訪者紹介 

松岡範俊様（熊本中央警察署長） 

半田直也様（熊本中央警察署 総務課） 

熊本中央警察署長 松岡範俊様卓話「熊本県の犯罪情勢等について」より 

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。

本日のご来訪者は熊本中央警察署署長 松岡範俊様、熊本中央警察

署総務課 半田直也様です。松岡範俊様には卓話もご担当いただき

ます。後ほどよろしくお願いいたします。 

さて、先週は年次総会・年忘れ家族会ありがとうございました。

子ども達の笑顔がいっぱい見られて皆さん幸せな思いができたの

ではないでしょうか？またアトラクションも楽しく、僕も似顔絵

を描いていただいたのですが、客観的にみるとこんな年寄りなん

だと痛感いたしました。大津委員長はじめ委員の皆さま本当にあ

りがとうございました。今週の土曜日はインターアクトと壽崎奨

学生の交流会を国府高校で行います。森本 IAC 委員長が趣向を懲

らせたイベントにしてくれると思っております。よろしくお願い

申し上げます。 

最後に朝礼で製造部に話した一節を。変わったことはしていな

い。変わったレベルでしているだけだ。どんな会社にも出来るこ

とを、どんな会社にも出来ないレベルでやり続けているだけだ。

それこそが「優位性」を築く「元」なのだ。変わったことや特別 

 

第１７回例会記録（通算第 2827 回）  

mailto:info@kumamoto-southrc.org


 
 

 

 

 

2 

なことをしないといけないと思い込んでいないか？ 誰

にでも出来ることを、誰にでも出来るレベルで、満足し

ていないか？普通の会社が10回やっているんだったら、

100回やればいい。普通の会社が1年やるんだったら、10

年やればいい。それだけで、たいてい一番になれる。 

以上、第17回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

幹事報告（三角雄介君） 

1.肥後大津 RCより「第1回チャリティーゴルフ大会参加

の御礼」が届いております。 

2.熊本第4G 出田晴彦ガバナー補佐より、11/26熊本第4G

インターシティーミーティング収支報告が届いてお

ります。 

3.硯川昭一ガバナーエレクトより、2020-2021年度 地区

役員委嘱状が届いております。（三角雄介会員） 

4.例会終了後、今年度「定例理事会」を開催いたします。

関係各位はご参加をお願いいたします。 

5.例会終了後、次年度「臨時理事会」を開催いたします。

関係各位はご参加をお願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 16 日（月）12：30～ 

[変更後] 12 月 16 日（月）18：30～ 

○東 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 17 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 17 日（火）18：00～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 17 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 21 日（土）18：00～ 

○東南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12 月 18 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 18 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～夜例会に時間変更 

[変更前] 12 月 19 日（水）13：00～ 

[変更後] 12 月 19 日（水）19：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 23 日（月）12：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 23 日（月）18：30～ 

○西 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12 月 24 日（火）12：30～ 

[変更後] 12 月 23 日（月）18：30～ 

[場  所] 和房 はなぶさ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 24 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 24 日（火）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 25 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 12 月 25 日（水）12：30～ 

[変更後] 12 月 22 日（水）未定 

[場  所] 未定 

○平成 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 12 月 25 日（水）18：30～ 

[変更後] 12 月 11 日（日）19：00～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 25 日（水）18：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 26 日（木）13：00～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 27 日（金）12：30～ 

○城東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（月）12：30～ 

○グリーン RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 30 日（月）18：30～ 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12 月 31 日（火）12：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 2 日（木）12：30～ 

○熊本 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 3 日（金）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 1 月 3 日（金）12：30～ 

 

 

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 ３８名 61.29％   ７７.４２％ 

出席規定適用免除者 1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） 
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○城東 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 6 日（月）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○グリーン RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 6 日（月）18：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○東 RC～新春合同例会に振替のため場所変更 

[日  程] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○東南 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 8 日（水）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○熊本 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 10 日（金）12：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

○中央 RC～新春合同例会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 1 月 10 日（金）18：30～ 

[変更後] 1 月 7 日（火）12：30～ 

[場  所] ニュースカイ 

 

2019-20定例理事会報告（坂本研一君） 

1.徳永隆正様の入会について 

⇒承認されました。 

2.新年会について 

⇒1/14（火）18：30～松葉にて開催。オークション詳細

は1/11IM にて検討。 

3.熊本江南 RC創立50周年記念式典について 

⇒「全員登録」が承認されました。 

 

2020-21臨時理事会報告（丸山浩之君） 

1.SAA の選出について 

⇒永井富士雄会員が承認されました。 

 

2020-21年度地区役員委嘱伝達式（坂本研一君） 

三角雄介君（RYLA委員会 委員長） 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（藤野俊昭君） 

  

 

 

 

 

 

 [ 誕生祝 ]       [ 結婚祝 ] 

三角雄介君    12.7    藤木正幸君    12.2 

井上雄一朗君  12.11   池﨑龍彦君    12.8 

渕田俊郎君    12.22   岡本直樹君  12.24 

斉藤 淳君  12.22 

告坂和紀君    12.23    

 吉永彰一君  12.25 

  

 

 

 

 

 

 

 

  [ 結婚祝 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 誕生祝 ]  

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○坂本研一君・漆島典和君・三角雄介君・河津延雄君 

坂本幸樹君 

 熊本中央警察署 署長 松岡範俊様、警部補 半田直也

様のご来訪を歓迎いたします。卓話を大変楽しみにし

ています。本日の例会は逮捕者が出ないよう心掛けま

す。よろしくお願いします。 

○沼野修一君 

 松岡範俊様、本日の卓話楽しみにしております。お忙

しいところありがとうございます。 
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○河津延雄君 Ⅱ 

12月2日年忘れ家族会は出張のため欠席いたしました。

お詫びのスマイルです。 

○西川尚希君  

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイル

です。 

 

●外部卓話（坂本幸樹君） 

 「熊本県の犯罪情勢等について」 

        松岡範俊様（熊本中央警察署 署長） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆12/4（水）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 4日（水曜日）熊本南 RAC12 月第１例会が開催さ

れました。メインプログラムでは島崎哲会員（島崎工

務店）が担当され、重要文化財となっている厠（トイ

レ）について背景や歴史、特徴などの解説をして頂き

ました。 

 

【例会予定】 

 12/23 外部卓話 平岡和徳様（宇城市教育長） 

 12/30 定款に基づき休会 

 1/7  熊本市域 RC新春合同例会（1/6振替） 

 1/13 祝日のため休会 

 1/20 会員卓話 堀川貴史君 

 1/27 会員卓話 久峨章義君 


