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インスピレーションになろう
RI 会長 バリー・ラシン
地区スローガン

～ロータリーは心の太陽～

「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう」

MAIL
kikuchi.rc-2720@nifty.com
例会日／第 1・第 3 木曜
12 時 30 分～
例会場／菊池 笹乃家
TEL （0968）25-4000

RI２７２０地区ガバナー 高山 泰四郎
クラブスローガン

「挑戦！」

会長 岡本 雄治 ／ 幹事・直前会長 白石 昌朋 ／ 会長エレクト 弥頭 徳久 ／ 会計・青少年奉仕 小松 真一
国際奉仕 山下 和貴 ／ 社会奉仕 岩男 圭記 ／ 職業奉仕 三牧 秀利 ／ SAA 杉田 不二男

第 2214 回

平成 31 年 1 月 17 日

根クリニックの院長夫人でもありますが、子ども食堂とか、

●点鐘

菊池図書館子ども会とか、色々なことをなさっています。

●国歌斉唱 君が代

この間、岩根さんとちょっとお話をしておりましたら、古

●ロータリーソング 【我等の生業】

本市といいますか、キクロスという菊池の図書館で 1 カ

●会長司会 【弥頭徳久】

月に一度程、一冊 100 円とかで販売されているようで、

●会長挨拶 【弥頭徳久】

図書館の活性化に繋がる活動もされていて、明後日 1

先日は菊池神社におきまして、初詣例会ということで、

月 19 日には「第 1 回山鹿古本市」というものを山鹿の

神社の社でお祓いを受けて、清々しい気持ちにさせて

八千代座の近くで天寿の丘という昔の酒蔵があったと

頂きました。それから 1 週間が経ちました。昨日は私と

ころで、市を開かれるそうです。「ロータリーの方で時間

白石幹事で菊池青年会議所の賀詞交歓会に参加して

と興味がある方はぜひ遊び方々お出で下さい」というこ

参りました。会場は人がいっぱいで、大田黒さんもいら

とでございましたので、案内ハガキをお手元にお配りし

っしゃいましたが、前に行った時とは違って、とても盛大

ておりますので、お時間、ご興味のある方はぜひ、顔を

に行われていました。そして皆さんとお話していますと、

出して頂ければと思います。本来は私が行かなければ

青年会議所は若さと元気さ、行動力が凄いな、と驚愕

なりませんが、ちょうど他の用事と重なって行けません

した次第でございます。本当に若い方の会合に参加さ

ので、お願いばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願

せて頂き、大いに刺激を受けました。今日ここに来てみ

いいたします。

ますと、だいたい 18 名の会員の半分の 10 名しか来て
いませんので、ほんと寂しい気がします。早く、青年会

●幹事報告【白石昌朋】

議所のようなセレモニーが出来るように、私達も少なく



ハイライトよねやま 226 号が届きました。

ともこの年度で 5 人くらいの増強が出来ますようにと思



山下会員へ 2019‐20 年度第 2720 地区 国際

っておりますが、ただ思っているばかりでは出来ません

奉仕委員会委員の委嘱状、就任承諾書、次年

ので、皆さんにもまたご足労をいただき、会員増強とい

度地区戦略セミナーの案内が届きました。

つも言わせていただいておりますが、会が活性化します

日時：2 月 16 日（土）13 時～

ように、ぜひぜひご協力を賜りますよう、よろしくお願い

場所：グランプラザ中津ホテル他

を申し上げます。
それから、12 月 20 日の忘年会の時に、私がご案内
をして、岩根美香さんをお連れしましたが、その方は岩



2018‐19 年度 RLI パートⅢ（3）開催の案内が届
きました。
日時：2 月 3 日（日）9 時 20 分～16 時 50 分

場所：いいちこ総合文化センター4 階 中会議室

〇出席率報告【白石昌朋】

会費：3,000 円




本年度

前年度

平成 30 年度春の「城山の日」実行委員会開催の

総会員数

18 名

23 名

案内が届きました。

免除

2名

3名

日時：1 月 23 日（水）13 時 30 分～

本日の出席者

10 名

16 名

場所：菊池市役所 3 階 301 号室

欠席者

8（2）名

7（2）名

締切：1 月 17 日（木）

出席率

62.5％

76.19％

菊池神社より、節分祭・豆まき奉仕の案内が届き

MU

1名

5名

ました。

前回修正率

94.44％

91.3％

日時：2 月 3 日（日）16 時～

MU： 三牧君（理事会）

場所：菊池神社


締切：1 月 26 日（土）

●クラブ総会・協議会

東京優芳園（株）より、広告入り種子の案内が届

〇理事会報告【弥頭徳久】

きました。

■初市について
・引き出物もカタログ品が多く、商品が集まらない

●委員会報告

・無理やり集めても、魅力的な商品ではない

〇R 財団委員会【大田黒理恵】

・バザーをしても、寄付が集まらない

100 万ドル：1,730 円

・商品を出せない人の負担金 3,000 円の方が寄付金
が集まる

Smile Time

⇓
・今年はバザーを取り止めて、寄付金（金額は未定）を

 弥頭君、白石君

集める

・昨日は弥頭、白石 2 人が青年会議所の賀詞交歓

■新市民広場について

会に出席して参りました。若い人達との交流の中で、

・観光協会、商工観光課、商工会等に確認するも、行

大きな刺激を受けてきました。私達も若者に負けな

事等はどこも計画中で、具体的なものはないとのこと

いよう頑張らねばと思っています。

■職業訪問について

 田尻君、小松君、奥村君

・隈田会員のいとこが繊月酒造の社長さんで、谷元会

今日は阪神淡路大震災より 24 年。早いものです。

員の転勤先である人吉に行くのはどうか？

あの映画のようなシーンが目に焼き付いています。

⇓

さて、今週末 1/19 より、J3 ロアッソ熊本が始動しま

・三牧会員が出席の時に皆に希望を聞く

す。3/10（日）の対長野の開幕戦、是非勝って、シ

〇前期反省・後期目標発表

ーズン優勝、J2 昇格を果たして欲しいものです。
本日のスマイル

本日までの累計

●点鐘

本年度分

5,000 円

118,000 円

●挨拶

前年度分

39,000 円

157,000 円

●閉会

