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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 2207 回

平成 30 年 10 月 4 日

ンバーがいることは頼りになって良いな、とつくづく思い

●点鐘

ましたので、また、今一度、若い会員の増強を意識して

●国歌斉唱 君が代

声掛けをして頂きたいと思います。そのフェスティバル

●ロータリーソング 【我等の生業】

当日は私の家にマイラスさんを呼びまして、有志メンバ

●会長司会 【岡本雄治】

ーで歓迎会を催しまして、大変喜んで頂きました。それ

・ビジター紹介

と、青少年奉仕の一環で、各中学校に馬頭琴演奏を

米山奨学生 崇城大学 チャン ティ ジウ ヒエン様

提供したいということで、一昨日の 10 月 2 日、南中学

米山資金推進委員会委員長

校の合唱コンクールの審査の前の時間にマイラスさん

宇城 RC

土屋壮司様

米山学友支援委員会委員長
八代北 RC 様

に演奏して頂きました。“ホーミー”ってご存知ですか？
ひとつの声を出しながら、もう一音階を出す独特な発

坂田豊様

声法なんですが、その際、南中の生徒 2 名をステージ

●会長挨拶 【岡本雄治】

に上げて、彼たちにも「私のすること、真似して下さい」と

今日の米山奨学生、チャン ティ ジウ ヒエンさんは崇

ホーミーの「ア“～」という発生をさせて、生徒たちも大

城大学工学部ナノサイエンス学科専攻でございます。

爆笑でした。意外と生徒たちの掴みが上手いなぁと思

すごい研究ですね。私の高校の頃は理数系が好きで、

いました。また 11 月 2 日が菊池北中学校、27 日が七

憧れていましたけれど、今の仕事に就いているので、あ

城中学校で演奏会をして頂きますので、いろんなところ

の時、大学に落ちて良かったかなあと今となっては思っ

で「ロータリークラブは頑張っているんだぞ！」と PR して

ているところです（笑）。泗水孔子公園で在日外国人や

頂ければと思います。それと今月の 15 日が菊池神社

地元の高校生（菊池高校、菊池農高、菊池女子高）や

の秋の大祭になります。前田禰宜さんがいらっしゃって

一般市民を対象にした交流会を目的に行われた 9 月

いますが、お世話係で大変だと思いますが、台風が来

23 日（日）の JC の国際交流フェスティバルには、菊池

ないように祈っておかないといかんですね。ホント、30

RC もスポンサーとして協賛金とマイラス氏による馬頭

日の城山の日も台風で流れましたし、今週末、また台

琴演奏を行いました。本当に評判が良くて、40 名程の

風が来るということで、能場での交流会なども中止にな

外国の方もいらっしゃっていましたけど、良いイベントだ

っていたりと色々支障をきたしております。私も鳥毛を

った、素晴らしい馬頭琴の演奏だったと聞いています。

持って行列に出ますので、少しでも地元の神社に貢献

今週の月曜日に理事会をしましたけれど、その中でも

したいなあと思っているところです。来週はガバナー公

JC から 5 名の方が挨拶にいらっしゃって、やはり若いメ

式訪問となっていますので、今からスケジュールを立て

て、全員参加でお願いしたいと思います。

ャンペーンを行いますので、14 時から始めます。集合
をお願い致します。

●幹事報告【白石昌朋】


SmileTime

ガバナー月信 10 月号と 10 月「経済と地域社会
の発展月間」のリソースの案内が届きました。また、
10 月のロータリーレートも 1 ドル＝112 円です。



平成 30 年北海道胆振東部地震支援募金のお

本日はお世話になります。今後とも米山奨学会をよろし

願いが届きました。先日の理事会で 1 人当たり

くお願いいたします。

2,000 円の寄付をすることにしましたので、ご了承




本日はロータリー米山奨学生 崇城大学 工学部

第 32 回大分グループ留学生交流会の案内が届

チャン ティ ジウ ヒエン様、卓話で大変お世話にな

きました。

ります。又、2018 年度米山資金推進委員会委員

日時：11 月 3 日（土）10 時～16 時 30 分

長 宇城 RC 土屋壮司様、2018‐19 年度米山学

吉田正記念オーケストラより、熊本県公演の案内

友支援員会委員長 八代北 RC 坂田豊様、御来

が届きました。

訪ありがとうございます。大変御苦労様です。今後

後日、チラシが送られてきます。

共よろしくお願いします。先週の観月会出席の皆様、

〇大津公演

お疲れ様でした。本日は例会終了後、交通安全キ

日時： 11 月 17 日（土）14 時～

ャンペーンを 2 時からキャニオンで行います。皆様

場所：大津町文化ホール

のご協力をお願いします。
本日は坂田様、土屋様、そして卓話をしてくださるヒ

場所：菊陽町図書館ホール

エンさん、ようこそ菊池へお出で下さいました。あり

入場料：一般 1,500 円

がとうございます。先日の理事会出席の方々、あり

米山でんじろう サイエンスプロダクションより、「わ

がとうございました。
 小松君

た。

本日はチャン ティ ジウ ヒエン様の米山卓話、あり

お知らせ 池邉会友が 9 月 26 日に急性心筋梗

がとうございます。日本、熊本、ここ菊池でもベトナ

塞で国立病院に入院されました。岡本会長の方

ムからお越しの方が増えています。私もハノイに 4 日

から連絡され、もうすぐ退院なので、お見舞い等は

間行ったことがありますが、とても元気な印象を受け

遠慮します、ということと 15 日の菊池神社の秋季

ました。これからも頑張って下さい。

大祭の馬の御世話ができないことが残念と言われ


 岡本君、白石君、奥村君

日時：11 月 18 日（日）14 時～

くわく ドキドキサイエンスショー」の案内が届きまし


 山下君、田尻君、岩男君

お願いします。

〇菊陽公演



 坂田豊様、土屋壮司様

 弥頭君、隈田君、工藤君

ているそうです。

・米山奨学生 チャン ティ ジウ ヒエンさん、卓話、

先日の理事会で話していました、能場での交流会

大変お世話になります。お話を楽しみにしていま

は台風 25 号接近の為、中止となりました。

す。
・卓話者を引率頂いた土屋壮司様、坂田豊様、多

●委員会報告

忙な中、遠路おいで頂き、誠にありがとうございま

〇社会奉仕委員会【岩男圭記】

す。

今日の例会終了後、キャニオンにおいて、交通安全キ

本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

13,000 円

65,000 円

前年度分

7,000 円

73,000 円

※本日分のスマイルは米山奨学会に寄付します

秋の交通安全キャンペーン
日時：10 月 4 日（木）14 時～15 時
場所：キャニオン
参加者：岡本、白石、岩男、隈田、弥頭、小松、奥村、
大田黒

〇出席率報告【岩男圭記】
本年度

前年度

総会員数

19 名

23 名

免除

2名

3名

本日の出席者

13 名

12 名

欠席者

6名

11（1）名

出席率

72.22％

54.54％

2名

6名

89.47％

80.95％

MU
前回修正率

MU： 久保君、奥村君（観月会）
●米山卓話
卓話者：
チャン ティ ジウ ヒエン様
卓話者職務：
米山奨学生
崇城大学 工学部
内容：

菊池南中 マイラス氏馬頭琴演奏会

「奨学生の卓話」
●点鐘
●挨拶
●閉会

日時：10 月 2 日（火）15 時 30 分～
場所：菊池市文化会館
参加者：岡本、小松

