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第791回例会

平成26年12月11日(木)19：30～（溝口年度 第22号）

◆本日のプログラム
『クラブ総会』
◆ロータリーソング

・下半期理事会担当者（敬称略）
1月：楠田 2月：有満 3月：宮脇 4月：久徳誠 5月：今福 6月：溝口

担当：会長
・君が代
・我等の生業
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆2013年度事業報告書の送付と
基金へのご寄付のお願い
☆月信原稿寄稿のお願い
☆書き損じはがき等回収（送付）報告について
☆2015-16年度クラブ役員ご報告のお願い
☆会員情報書式年末年始のご提出期限のお願い
☆会長ｴﾚｸﾄ報告・ｸﾗﾌﾞ状況報告のお願い

◆理事会報告
1.11月末会計報告 ・・・承認
2.プログラム確認
12/11（木） クラブ総会
12/18（木） クリスマス家族会 （時間変更19：00～）
12/25（木） 特別休会
1/ 1（木） 年末年始に伴う休会
1/ 8（木） 会長・幹事年頭所感
1/15(木） ＹＧ２
詳細は決まり次第
1/22(木） 年男放談
お知らせ致します
1/29(木） Ｒ研究
3.その他
・下期プログラム ・・・承認
・IMでの発表者
「ロータリーモーメント」
・・・今福君
「ロータリークラブの現状と課題」・・・１月に決定
・RLI-2730 パートⅢ出席者 ・・・中山君
26名
会員数
出席率
出 12 出席数
17名 11 出席数
席

／ 出席率

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

65.38% ／

修正出席率

＊1月理事会開催日程＊
1月8日（木）19：30～ 白鶴にて 担当：楠田君
《12月例会変更のお知らせ》
【鹿屋西RC】
22日（月）年末家族会の為 18：30～
29日（月）特別休会
【串良RC】
15日（月）クラブ協議会の為 18：30～
29日（月）特別休会
【志布志RC】
16日（火）年忘れ忘年会の為 19：00～ 大黒ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙにて
23日（火）祝日休会
30日（火）特別休会
【志布志みなとRC】
17日（水）→18日へ変更 クリスマス家族会の為
19：00～ 大黒ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙにて
24日（水）特別休会
31日（水）年末年始につき休会
【鹿屋RC】
17日（水）クリスマス家族会の為 18：30～ﾃｨﾇｶｰﾗ鹿屋にて
31日（水）年末年始につき休会
【かのや東RC】
25日（木）年末家族会の為
18：30～
31日（水）年末年始につき休会
【きもつきRC】
18日（木）家族月間に因んで 18：30～
25日（木）特別休会
＊次週例会のお知らせは裏面をご確認下さい
34.62% 鹿屋西
月 8 通常例会 昼 15 通常例会 昼
15名 串良
月 8 通常例会 昼 15 クラブ協議会 夜
57.69% 志布志

火 9 通常例会 夜 16 会場変更 夜

4 欠席者: 安楽・大野・豊住

27 メークアップ： 楠田・新小倉

志布志みなと

水 10 通常例会 夜 17 18日へ変更 夜

報

出 玉田・徳重・松永・山下

修 今福・白山・中山・平野

鹿屋

水 10 家族会 夜 17 家族会 夜

告

席 市坪・上村

正

かのや東 木 11 通常例会 昼 18 通常例会 昼
きもつき

木 11 通常例会 昼 18 家族会 夜

１２月４日(木)例会

本日は、職業奉仕委員会の行事で、職場訪問とな
っています。

暗証番号は何番に
なるのでしょう・・
・？

訪問先は身近なとこで、我がクラブ会員の鹿児島
相互信用金庫でありますが、こういった金融機関が
新築オープンする時期に立ち会えることは大変珍し
い事だと思います。

遅れましたが出席
しました！

職業奉仕委員長 白山 正浩

２階をお借りして、
例会を行いました！

先般、支店長からは会員卓話におきまして「そう
しん」の業務内容等は拝聴しましたが、社屋内を見
学する機会はなかなか無いと思いますので、この機
会に金融機関の裏側をじっくり拝見し、銀行強盗の
時のための資料としてみてはいかがでしょうか？
(^^;)
ちなみに、新装オープンは来年の 1 月 13 日になる
予定らしいです。新築オープン記念キャンペーン等
も行われるみたいですので、是非この機会に個人定
期預金、個人向けローン等を利用してみてください。

新装オープン前の新店舗を
見学させて頂きました！

日 時 ： １２月１８日（木） １９：００ ～
こちら はオープ ンギ ャラリーと して
色 々な物を展示でき催しも開催できる
空間です。オシャレな スポ ットライト
付き☆

身障者 ・お子様も安心して利用できる
広 いお手洗 いには、ベビーシートも完
備されていました！

場 所 ： あすぱる大崎（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑにて）
参加費 ： 会 員 ３，０００円（後日引き落とし）
ご家族 無料
※余興にてビンゴゲーム・１００円アトラクションを行い
ます。１００円玉をご準備下さい。
本日出欠締切りです！ご家族揃ってご参加下さい！

総合司会 平野君

