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【来訪者紹介】  末安ガバナー補佐 

   こんにちは。来年１月２１日、日曜日になりますが 

ＩＭをやります。今日はご案内でお伺いしました。 

会場の都合上、日曜日になってしまったことについ 

ては申し訳なく思っています。 

今回のＩＭでは基調講演を予定しております。 

今年の地区研修リーダー小山直さん（大分臨海 RC） 

にお願いしました。演題は「私の人生におけるロー 

タリー、変化をもたらす」です。前半はロータリー 

クラブ入会５年未満の会員に向けて、また後半は会 

員全員に向けてのお話しです。講演が終わったら会 

員増強と公共イメージアップについてグループディスカッションをおこないます。その後懇親会になりま

す。何とぞ多くの方に参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

【誕生日・結婚記念日】   

親睦活動委員会 古賀委員長 

 

  結婚記念日：滝川会員、坂梨会員 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 2720 

玉名ロータリークラブ週報 
20１７

～  
201８ 

玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org 

   ホームページ http://www.tamanarc.org/ 



【会長の時間】  吉永会長 

  今日朝車を動かし、気温を見たら０度でした。 

みなさんお身体にはお気をつけください。さて 

さきほど理事会がありましたのでその報告を 

させて頂きます。本日の例会は年次総会です。 

本田次年度、よろしくお願いします。 

 

また本日は末安ガバナー補佐様に来ていただき 

ました。来月１月２１日にホテルヴェルデにて 

IMが開催されます。入会３年未満の会員の方は 

ぜひ参加してください。 

 

来年６月２３日から２７日までカナダのトロントでロータリーの国際大会があります。登録料は３４５ド

ル、１２月中旬までに振り込むことになっています。ご興味ある方はよろしくお願いします。 

また来年３月１６日に地区大会が熊本市民会館で行われます。こちらも最近入会された方は参加してみて

ください。 

来週の例会ですがわたくしが仕事で出席できません。なので会長の時間は鶴田会員に頼みます。玉名クラ

ブの新年会を１月１１日に予定しています。１月１８日の例会は２１日の IM への移動例会となります。

以上です。 

 

  

 

【幹事報告】  渡邉幹事 

○熊本西南 RCより例会取り止めのお知らせが来ています。 

日時：12月 28日（木）定款第 8条に基づき休会 

  ○山鹿 RCより例会変更・例会取り止めのお知らせが来ています。 

日時：12月 12日（火）定款第 8条に基づき休会 

   12月 26日（火）定款第 8条に基づき休会 

1月 2日（火）定款第 8条に基づき休会 

1月 9日（火）例会場変更「横手会館」12：30～13：30 

1月 16日（火）新年例会の為、横手会館に変更 18：30～ 

1月 23日（火）例会場変更 横手会館 12：30～ 

1月 30日（火）定款第 8条に基づき休会 

○菊池 RCより例会変更・例会取り止めのお知らせが来ています。 

    日時：12月 21日（木）12：30～ ⇒ 忘年例会 18：30～ 

   平成 30年 1月 4日（木） 新年家族例会 

 1月 12日（金）18：30～に変更 会場：寿会館 

○国際 RC第 2720地区より地区大会のご案内が来ています。 

日時：平成 30年 3月 16日（金）大会前日 14：00～登録開始 

3月 17日（土）本会議・記念講演  8：30～登録開始 

場所：熊本市民会館シアーズホーム夢ホール（3/16・17共） 



○阿蘇 RCより、阿蘇ロータリークラブ創立 50周年記念式典及び祝賀会ご出席御礼が来ています。 

○国際 RC第 2720地区より、場 RI第 2720地区 ガバナー杯争奪野球大会（仮称）開催に 

ついてのお願いが来ています。 

 

 

【委員会報告】  

  ◎公共イメージ向上・ＩＴ委員会 大石副委員長 

   ロータリーの友の記事の紹介をさせていただきます。 

    ○右から１P目  「人は癌とどう向き合うか」 

    ○左から７P目  「続けることで見えること、奉仕活動に見る時代の移り変わり」 

    ○左から１６P目 「高血圧発見、わがクラブの健康管理委員会」 

    ○左から５４P目 「俳壇、花壇、流談」 

 

  ◎会員増強委員会 山田邦男委員長 

   今日理事会で新入会員のお話しをさせていただき 

ましたのでお知らせします。一人目、お名前は 

品川真輝さん、職業分類は飲食業で「スローフード 

の店 品川」をされています。続けて福田洋さん、 

運送業で「岱明運輸」をされています。 

みなさんよろしくお願いします。 

 

  ◎国際奉仕委員会 小山委員長 

   今年度の大きな事業であります、タイ国への放置 

自転車贈呈プロジェクトなんですが期日がだんだん 

せまってきております。２月２６日が贈呈式決定 

しております、出発は２月２４日、そして２７日の 

午前中に帰国します。例会後、出欠の FAXを流さ 

せてもらいます。１５日までに返送をお願いします。 

１週間ほどしかありませんがお返事をよろしくお 

願いします。 

 

  ◎村上会員 

   先週「仮称：馬山中央ＲＣ、姉妹クラブを考える特別 

委員会」を立ち上げると申しました。この委員会の所 

属メンバーを発表します。吉永会長、渡邉幹事、本田 

会長エレクト、松崎会長ノミニー、鶴田直前会長、小 

山国際奉仕委員長、千蔵忠志会員、中嶋会員、松本会 

員、小篠会員、吉岡会員、田原会員、委員長は私村上 

です、以上１３人。来年１月からこの委員会を発動 

して活発な意見を出していこうと思います。どうぞよ 

ろしくお願いします。 



【スマイル報告】河田委員長 

荒尾 RC末安俊二様・・・本日は、来年のＩＭ開催のご案内の件でお伺いしました。多くの会員様の参

加をお待ちしております宜しくお願い致します。 

吉永会長・渡邉幹事・・・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。 

本田エレクト年次総会よろしくお願いします。 

本田さん・・・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。年次総会、よろしくお願いします 

千蔵さん・・・末安補佐様ご苦労様です。 

松本さん・山田司。さん・吉岡さん・鶴田さん・深見さん・吉田さん・小山さん・河田さん・ 

堀本さん・・・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。本田エレクト年次総会お世話さまです。 

松崎さん・・誕生日・結婚記念日の会員の方々おめでとうございます。会長・幹事半期お世話様でした。 

田原さん・中嶋さん・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。誕生祝・結婚祝の皆様おめでとう

ございます。 

杉谷さん、高木幸さん・・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。 

田畑さん・・・12月度誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 

本田会長エレクト本日の年次総会よろしくお願いします。 

渡邉知さん・・・末安Ｇ補佐様のご来訪心から感謝いたします。 

年末も近づきましたが風邪がはやっています、元気に正月を迎えましょう。 

山田邦さん・・・品川君、福田君新年祝賀会より入会します。どうぞよろしくお願いします。 

 

                        前回までの累計 ￥354，000 

 今     回 ￥ 22，000 

合     計 ￥376，000 

 

 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
日
の
出
席 

会員数 51（47）名 

欠
席
者 

嫩 廣田 井上 村田 前島 前田 

野田 西嶋 小篠 志賀 坂梨  

瀧川 浦田 上村 上田継 山口 

山村 
出席数  30 名    

出席率 63.83％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 27名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

吉田 

修正出席数 28名 

修正出席率 60.09％ 

出席規定適用免除者         ８名 



【今後のプログラム予定】 

１２月１４日例会 大石勉会員卓話 「終活訓」 

 

 

【年次総会】 

  ＜議長：本田会長エレクト＞ 

  ・ロータリークラブ定款細則により委任状１１名、 

出席３０名で会員数の３分の２を超えますので 

年次総会が成立する事をご報告申し上げます。 

   指名委員の方は別室へお集まりください。 

 

・・別室にて指名委員（パスト会長）協議・・ 

 

  ・ただいまパスト会議にて承認をいただきましたので新役員をご報告致します。 

 

2018‐2019 年度の役員  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

特別顧問 チャーターメンバー 高木孝英 

 

 

   

 

 

 

◎大石ノミニー 

   私は要介護５の母親の在宅介護をやっております。夜の見守り介護等あるので理事・役員は申し訳ない

とずっと断ってきてましたが、この度２０２０年の会長をお引き受けしました。２０１０年に玉名ＲＣ

に入会しましたのでちょうど１０年目という、これも何かのご縁かなと思います。３年後ですがどうぞ

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

   役員 

 

 

会長 本田正美 

副会長（会長エレクト） 松﨑健次 

副会長（会長ノミニー） 大石勉 

幹事 田中雄三郎 

会計 村上弘 

SAA 渡邉太朗 

 

 

   理事 

 

 

直前会長 吉永博之 

クラブ広報委員長      西嶋興生 

会員増強委員長 山田邦男 

プログラム委員長 大石勉 

R財団・米山奨学委員長 鶴田倫明 

ガバナー補佐 中嶋 一了 

補佐幹事 田畑 博隆 


