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第 2405 回例会報告
会長長挨拶
会長

中馬

敏之

した。皆様今もお若いですが、やはり 10 年前はと
てもお若いとの印象でした。
本日のプログラムは 50 周年記念式典及び祝賀会
の最後の準備となっていますので、気になる点に
ついて確認をしていただければと思います。
本日はよろしくお願いします。
ゲスト・ビジター紹介

こんにちは。

今回はいらっしゃいません。

10 連休中に平成が終わり、新天皇が即位し新元号
の令和がスタートしました。本日は令和最初の例

会務報告

会です。仕事始めの方も多いと思いますが、多く

● 5 月 12 日（日）に地区協議会が宮崎市で開催

の会員の皆様に出席していただきありがとうござ

されます。参加の皆様は、7 時にサンロイヤルホテ

いました。

ル 1 階ロビーに集合です。

いよいよ今週土曜日は、
当クラブの
50 周年記念式
● 5 月 14 日の例会は 5 月 11 日の 50 周年式典・
E-Mail tounanrc@alto.ocn.ne.jp
ホームページ
http://www.tounanrc.jp/
典及び祝賀会が開催されます。この日のために野

祝賀会へ振替となります。

井倉実行委員長を中心に、会員及びご家族の皆様

● ロータリーの友、ガバナー月信各 5 月号を配

にご協力いただき準備を進めて参りました。本当

布しております。

にありがとうございます。
私も 10 連休中は、40 周年の記念式典及び祝賀会
の映像を見て、記念式典及び祝賀会の予習をしま

22 時 45 分 終了予定

出席報告
23 名 前々回出席者

11 名

出席免除

0 名 メークアップ

2名

出席会員

15 名 出席訂正率

54.1%

会員数

出席率

65.2%

当日は、ローターアクトより 2 名、ローターアクト卒業者
より 2 名受付等の手伝い、御協力いただきます。
不明な点等は、野井倉実行委員長もしくは中馬会長
までお尋ねください。
5 月 11 日当日、御協力よろしくお願いいたします。

スマイル報告
☆宝来春巳君－誕生祝いいただき、ありがとう。令

********************************************

和元年 5 月 1 日 90 歳になりました。
☆末吉重栄君－結婚記念日お祝いありがとうござい
ました。45 年になりました。後 5 年で金婚式！仲良
く暮らして行きます。
本日計 12,000 円 累計 319,000 円
RA スマイル報告

今回はございません。

宝来会員、誕生日おめでとうございます！

本日計 0 円 累計 212,000 円

本日のプログラム 50 周年準備例会
★記帳メーキャップ受付。
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5/15
（水）

鹿児島南

サンロイヤル

2019 年 5 月 11 日（土）

鹿児島西

山形

10 時 30 分集合

鹿児島西南

ゆうづき

地区研修協議会報告

鹿児島東

ｻﾝﾃﾞｲｽﾞｲﾝ

地区研修協議会報告

鹿児島北
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地区研修協議会報告

鹿児島
SW

鹿児島
東急 REI

外部卓話 ガラス作家
長谷川頌峰様（鹿児島 RC）

5/17
（金）

鹿児島

山形屋

会員卓話
谷口 学 会員

5/20
（月）

鹿児島中央

山形屋

青少年奉仕フォーラム

5/21
（火）

鹿児島城西

鹿児島
東急 REI

中馬、渡海谷、山田、大石、居川
11 時 00 分集合

野井倉

5/16
（木）

プログラム
第 7 回クラブ協議会
クラブフォーラム

13 時 30 分集合
上記会員以外、まーがれっと会
はやく来られそうな方は午前中からお越しください。
14 時 30 分 記念撮影（開聞の間）
15 時 00 分 受付スタート（1 階ロビー）
16 時 00 分 式典（開聞の間）
18 時 00 分 祝賀会（太陽の間）
サンロイヤルのバスにてパーティー会場へ向かいま
す。
20 時 45 分 台北 GPRC お別れ party
（BB13BAR）

クラブフォーラム

