
メディア関連・広告・宣伝委員広報部門

本日のプログラム／ 米山記念奨学会担当例会第3248回
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SAA報告（寄付金状況）

長倉清一、上之弘文、黒木誠朗、垣内和美
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メインホテル都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp 濟陽順司

61.54％

都城RC週報
会長 落合　精三 ¦ 幹事 森山芳太郎
都城ロータリークラブ

出席委員会報告 西谷委員長

会長の時間 落合会長

年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：54名

クラブモットー ロータリーの原点である親睦と奉仕の為に集まろう

10月：基本的教育と識字率向上月間第3247回例会報告

MU有会員 10/18  都城北　 垣内、長倉、渡瀬、島津

事務局 例会場 クラブ会報委員会 前田尚子、黒木貴則

皆さん　今晩は。
今日はクラブの行事の一つであります観月例会

となっております。
先ほど、来る時に、月を見ようと思ったんですけ

ど雲に隠れていたのか見つける事ができませんで
した。
栁田親睦委員長が何かしかけをしてるんではと楽しみにして

いるところです。
皆さん今日は飲んでしゃべって多いに楽しんで下さい。

MU要会員（10/14）

MU無会員（10/7） 宮川、中原、湯通堂、古嶋、下森、黒木（貴）　　　　　　　　　　　6名

　（前回修正出席率　88.46％）

祝日週の為 休会 名

  （前回修正出席率　 ％）

10/18  大阪梅田　 　前田

幹事報告 森山幹事

□地区　他クラブ　他団体　報告
●山ノ内ガバナー事務所… 
① ロータリーレート　１０月　１４５円

□クラブ報告
●来週 10／28（金）通常例会 

●10/28（金）４ＲＣ交流会
①ボーリング  17:00 ハイレーン
②懇親会    19:00 Cook・Ｔ

●11/15（火）次年度役員理事候補者指名委員会（歴代会長会） 
１８：００～  川声

●11/18（金）12月定例理事会   例会終了後 13:40 　メイン？

【幹事報告 済み】
●宮崎RC創立70周年記念事業ご案内

　　11月５日（土）宮崎観光ホテル 
第1部 記念式典  16:00
第２部  祝賀会 　   18:00  登録料 10000円

●地区大会の案内    11/11（土）～11/13（日）
鹿児島市民文化ホール  城山ホテル 

本日のプログラム　観月会 担当：親睦委員会

利き酒(焼酎)焼酎 利き酒(ビール) 大量ワサビ入り寿司当ゲーム

MU情報（メークアップ）状況
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＜ニコニコBOX＞

2022 年　１０月 　２１日（金）
会場：グランドパティオ都城

第３２47回 SAA報告

落合　精三 観月例会出席ありがとうございます。￥1,000

森山芳太郎 親睦の皆様 今夜はありがとうございました。￥1,000

西田　憲一 親睦委員会の皆様 本日はありがとうございました。￥1,000

小久保健太 ￥1,000

東郷　研哉 親睦委員会の皆さん 楽しい観月会ありがとうございました。￥1,000

中村　壽秀 親睦委員会の皆様 本日はありがとうございました。￥1,000

温水　玲子 親睦委員会の皆様 観月会の準備から運営まで 楽しいものをありがとうご

ざいました。

￥1,000

河東　光浩 親睦委員会の皆さま、さすがです。おもしろかったです。￥1,000

𠮷原　和雄 栁田親睦委員長 本日はありがとうございました。￥1,000

上村　　久 親睦委員会の皆様 本日の観月会の準備、ご苦労様でした。楽しかったです。￥1,000

上原　誠史 親睦委員会の皆様 本日はありがとうございました。￥1,000

＜米山記念奨学金＞

島津　久友 ￥10,000
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