
 2013/8月份出席統計表月份出席統計表月份出席統計表月份出席統計表     姓名姓名姓名姓名    8/68/68/68/6    8/128/128/128/12    8/198/198/198/19    8/268/268/268/26    1111    蕭崎昌蕭崎昌蕭崎昌蕭崎昌    △△△△    大陸大陸大陸大陸    ○○○○    ○○○○    2222    高炎海高炎海高炎海高炎海    ○○○○◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    3333    戴啟邗戴啟邗戴啟邗戴啟邗    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ○○○○◎◎◎◎    ◎◎◎◎    4444    林慶明林慶明林慶明林慶明    △△△△    △△△△    △△△△    △△△△    5555    黃仁宏黃仁宏黃仁宏黃仁宏    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    6666    陳勝德陳勝德陳勝德陳勝德    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    7777    劉悟民劉悟民劉悟民劉悟民    △△△△    ○○○○    △△△△    ○○○○    8888    張志賢張志賢張志賢張志賢    △△△△    △△△△    △△△△    ╳╳╳╳    9999    陳慶木陳慶木陳慶木陳慶木    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    10101010    林聖元林聖元林聖元林聖元    ╳╳╳╳    △△△△    ○○○○    ○○○○    11111111    吳開陽吳開陽吳開陽吳開陽    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    12121212    黃安宏黃安宏黃安宏黃安宏    △△△△    △△△△    ○○○○    ○○○○    13131313    蕭毅群蕭毅群蕭毅群蕭毅群    ○○○○    ○○○○    △△△△    ○○○○    14141414    吳國璽吳國璽吳國璽吳國璽    ○○○○    ○○○○    ○○○○    △△△△    15151515    江躍辰江躍辰江躍辰江躍辰    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    16161616    戴延宗戴延宗戴延宗戴延宗    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    17171717    張正治張正治張正治張正治    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    18181818    陳勉志陳勉志陳勉志陳勉志    △△△△    ○○○○    △△△△    ○○○○    19191919    林進鉎林進鉎林進鉎林進鉎    ○○○○    ○○○○    △△△△    ○○○○    20202020    李昱李昱李昱李昱    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    21212121    羅子憲羅子憲羅子憲羅子憲    △△△△    ○○○○    △△△△    ○○○○    22222222    汪稚洋汪稚洋汪稚洋汪稚洋    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    23232323    余國基余國基余國基余國基    ○○○○    △△△△    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    24242424    周生銓周生銓周生銓周生銓    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    25252525    許展瑋許展瑋許展瑋許展瑋    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ○○○○    26262626    李經商李經商李經商李經商    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    27272727    林有志林有志林有志林有志    △△△△    ○○○○    △△△△    ╳╳╳╳    28282828    鄭宗治鄭宗治鄭宗治鄭宗治    △△△△    △△△△    △△△△    ○○○○    29292929    孟憲法孟憲法孟憲法孟憲法    △△△△    ○○○○    △△△△    ╳╳╳╳    30303030    吳忠友吳忠友吳忠友吳忠友    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    31313131    李耀昇李耀昇李耀昇李耀昇    △△△△    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    32323232    許振堂許振堂許振堂許振堂    ╳╳╳╳    △△△△    ○○○○    ○○○○    33333333    黃建華黃建華黃建華黃建華    △△△△    ○○○○    ○○○○    △△△△    34343434    余雲貴余雲貴余雲貴余雲貴    ╳╳╳╳    ○○○○    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    35353535    汪譽正汪譽正汪譽正汪譽正    ○○○○    ╳╳╳╳    ○○○○    ╳╳╳╳    36363636    潘正忠潘正忠潘正忠潘正忠    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    37373737    林裕煌林裕煌林裕煌林裕煌    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    38383838    何智賢何智賢何智賢何智賢    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    39393939    黃建發黃建發黃建發黃建發    △△△△    ○○○○    ○○○○    ○○○○    40404040    周國正周國正周國正周國正    ○○○○    △△△△    ○○○○    ○○○○    41414141    陳棨翔陳棨翔陳棨翔陳棨翔    ╳╳╳╳    △△△△    ○○○○    ○○○○    42424242    彭威淦彭威淦彭威淦彭威淦    ○○○○    ╳╳╳╳    ○○○○    ○○○○    43434343    黃明健黃明健黃明健黃明健    △△△△    ○○○○    ╳╳╳╳    ○○○○    44444444    陳宏名陳宏名陳宏名陳宏名    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    45454545    陳志昀陳志昀陳志昀陳志昀    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ○○○○    ╳╳╳╳    46464646    賴兆炫賴兆炫賴兆炫賴兆炫    ╳╳╳╳    △△△△    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    47474747    吳享達吳享達吳享達吳享達    ╳╳╳╳    △△△△    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    48484848    吳吉利吳吉利吳吉利吳吉利    ╳╳╳╳    ╳╳╳╳    ○○○○    ○○○○    49494949    林喬祥林喬祥林喬祥林喬祥    ╳╳╳╳    △△△△    ╳╳╳╳    ○○○○    50505050    陳晟域陳晟域陳晟域陳晟域                ○○○○    

△△△△    補出席補出席補出席補出席        ○○○○    出席出席出席出席        ╳╳╳╳    未出席未出席未出席未出席        ◎◎◎◎    免計出席免計出席免計出席免計出席    

 

  
 

 
               

 
 
 
 

 花蓮港區扶輪社 
 2013-2014年度 
  理事會名錄 戴延宗、陳勉志 林進鉎、陳慶木 吳開陽、黃安宏 蕭毅群、吳國璽 江躍辰、汪稚洋 李經商、鄭宗治 孟憲法、李耀昇 黃建華 

 
 社  長：戴延宗 社長當選人 

副 社  長
：陳勉志

 秘  書：林進鉎 財 務 長：吳開陽 節目主委：周國正 聯誼主委：李昱 扶輪知識 主    委：黃仁宏
 出席主委：何智賢 糾察主委：李經商 膳食主委：鄭宗治 社刊主委：陳勉志 公共形象 主  委：汪稚洋
 扶輪基金 會  主 委：蕭毅群
 服務計畫 主     委：陳慶木
 社員主委：黃安宏 行政管理 主     委：陳勉志
 

 例會時間：每週一 

              下午6:30 例會地點：藍天麗池飯店 通 訊 處：花蓮市商校街2 

          號9樓之6 電    話：03-8322086 傳    真：03-8360920 

E-Mail：hharbor.rotary 

        @msa.hinet.net 

     
    
    
    
    
        
    

第第第第 1906次例會程序次例會程序次例會程序次例會程序 
節目主委：Doson 

1. 6:20-7:00 餐飲時間、歌曲練唱 

2. 7:00      社長鳴鐘開會、唱扶輪頌、宣讀四大考驗 

3. 7:02-7:05 聯誼時間－聯誼主委Ceiling 

4. 7:05-7:10 扶輪知識時間－扶輪知識主委PP Telephone 

5. 7:10-7:20 社長時間－請社長主持 

A. 秘書報告-Civil 

B. 社長報告- Cab  

C. 各委員會報告 

 公共形象主委－Genius 

 扶輪基金會主委－PP Ivan 

 服務計畫主委－PP Six 

 社員主委－PP Jason 

 行政管理主委－Mark 

6. 社友時間 

7. 節目時間（7:20-7:50） 

8. 出席報告（7:50-7:53）－出席主委Paul 

9. 歡喜時間（7:53-8:00）－糾察主委Sun 

10. 社長鳴鐘散會 
 

第第第第 1905次次次次例會記要例會記要例會記要例會記要 

聯誼時間聯誼時間聯誼時間聯誼時間：：：：代理代理代理代理Paint 

 感謝上週六參與士林社舉辦之＂轉動健康傳動愛─醫療保健
車計畫＂捐贈儀式人員：社長伉儷、IPDG Young、秘書 Civil、
PP Six、PP Engine、PP Ivan、PP Lunch、IPP Elephant、Luke、
Afuku、Genius、Yochih。 

 歡迎 Perry從法國平安歸國並感謝帶回來的手工皂與大家分
享。 
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