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TEL （0968）24-0950
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FAX （0968）24-0937

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 2216 回

平成 31 年 2 月 21 日

ると、「俺は悪なかがなあ」と思うのが普通の人間だと

●点鐘

思うのですが、この先生もそんな考えだったそうでありま

●国歌斉唱 君が代

す。ところが、よく考えてみますと、すべてが自分自身

●ロータリーソング 【奉仕の理想】

に原因があるということに気づいて、先程の配りものもあ

●会長司会 【弥頭徳久】

りましたが、その中の 5 つの誓いを自分自身で決めて、

●会長挨拶 【弥頭徳久】

実践をしているというお話でありました。その 5 つの誓い

今日は皆さんのテーブルのところにちょっとした５つの誓

は「口は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使

いと書いてあるシールが置いてあると思います。先日２

おう」「耳は人の言葉を最後まで聴いてあげるために使

月１０日に IM がありまして、今年は熊本りんどう RC 主催

おう」「目は人のよいところを見るために使おう」「心は人

で、くまもとエミナースでありまして、参加してきましたが、

の痛みがわかるために使おう」「手足は人を助けるため

盛沢山の内容で、ゴルフに始まって、会長幹事会があ

に使おう」とたてたそうです。今、世間でもいじめとか自

って、講演があって、そして懇親会という運びでござい

殺とか最近多くなったようにも思いますけど、人間の命

ましたが、ゴルフの方は朝早くから参加いただいて、大

が尊重されていないとか軽薄に扱われている、軽視さ

変スケジュールが混んだ１日であったかと思います。そ

れているような時代であるかなあと私も感じておりました。

の中で、講演を受けたのはクラブの中では白石さん、三

先生もそのようなことを思って、この命の授業を、またこ

牧さん、角田さん、森さん、私の５人でしたが、大変感

の講演を始められ、全国を回られているそうです。先日

動的な講演でしたので、そのことをお話させていただこ

の IM で 1656 回目であったそうですが、これを続けてい

うと思います。演題は「いのちの授業～ドリー夢メーカー

くことで、ひとりでも多くの命を救うことができるなら、とい

と今を生きる」というものでありまして、講師は腰塚勇人

う思いで講演を続けていらっしゃるそうです。そういうこ

先生で中学校の体育の先生だったそうでございます。

とで私はとても感銘を受けたわけですが、そこにいる第

この先生はスキーの事故で首の骨を折って、一生寝た

２グループ７クラブの皆さんも「いい話だった」という感想

きりになるのではないかという宣告を受けた方でありま

だったそうです。また、後も懇親会でもその話題に触れ、

す。前途を悲観して、自殺未遂までした経験があるそう

ウチのクラブでも～、ウチの団体でも～講演会の計画を

です。中学校の教師でありますから、その学校の校長

組めればなあという話もあっておりました。懇親会も賑

さん、同僚、また家族、生徒さんその他の感謝のこころ

わいましたが、本当に朝早くから参加の皆様はお疲れ

をいただいて、復活を遂げる奇跡の実話でございました。

でございました。

以前は誰しもそうかと思いますが、なんか悪いことがあ

●幹事報告【白石昌朋】

米国領事館視察研修」の案内が届きました。



ハイライトよねやま 227 号が届きました。

日時：3 月 31 日（水）9 時～17 時



先日の IM の収支報告書・請求書が届きました。

参加費：1,000 円



国際ロータリー規定審議会より、決議審議会につ

東日観光株式会社より、2019 年国際ロータリー年

いての情報が届きました。立法案の提出期限が 6

次大会（ハンブルグ大会）参加旅行募集案内が届き

月末となっていますので、提出に挑戦される方は

ました。

お知らせください。




髙山ガバナーより、野球大会開催のアンケートの



KDS 菊池自動車学校にて、ドローンスクールが開校
の案内がありました。

お願いが届きました。


杵築 RC 創立 50 周年記念式典の案内が届きました。

●委員会報告

日時：5 月 25 日（土）13 時～

〇ロータリー財団委員会【森繁】

場所：住吉浜リゾートパーク

今日は１００万ドルです。ご協力お願いします。

登録料：会員 10,000 円、同伴者 8,000 円

100 万ドル：3,170 円

締切：3 月 20 日（水）
菊池 RC40 周年時：0 名∔


Smile Time

熊本平成 RC 創立 30 周年記念式典の案内が届き
ました。

 弥頭君、白石君

日時：6 月 8 日（土）15 時 30 分～

・2 月 10 日の IM 参加の皆様、お疲れさまでした。

場所：ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

感動的な講演を聞き、大変嬉しく思いました。

2F ストリングス

・地区チーム研修セミナー出席の山下会友、お疲

登録料：会員 10,000 円、同伴者 8,000 円

れ様でした。

締切：4 月 10 日（水）

 岩男君

菊池 RC40 周年時：2 名

皆様お久しぶりです。入院中はご心配をお掛けし、



日田 RC より、創立 55 周年記念誌が届きました。

申し訳ありませんでした。無事退院できました。今後



菊池神社より、三牧会員宛に節分祭の写真が届き

は精進し、ロータリー活動にも頑張りますので、宜しく

ました。

お願いします。



春の「城山の日」開催の案内が届きました。
日時：3 月 3 日（日）8 時～10 時 30 分

本日のスマイル

本日までの累計

場所：菊池公園一帯

本年度分

3,000 円

153,000 円

作業内容：公園内のゴミや落ち葉拾い、手摺拭き等

前年度分

8,000 円

183,000 円

準備物：作業に適した服装※長袖・長ズボン、軍手、



タオル、ひばさみ

〇出席率報告【岩男圭記】

※保険加入のため、2 月 25 日（月）までに名簿の提

長い間ロータリークラブの活動を休止して申し訳ござい

出があります。例会後、FAX を送りますので、返信お

ませんでした。無事退院することができましたので、これ

願いします。

からも頑張っていきたいと思っています。よろしくお願い

江頭みのる後援会より、弥頭会長エレクトへ新春の

します。

集い参加のお礼が届きました。


菊池国際交流協会より、平成 30 年度研修「在福岡

本年度

前年度

総会員数

18 名

23 名

免除

2名

2名

本日の出席者

15 名

15 名

欠席者

3（1）名

8（1）名

出席率

88.23％

68.18％

2名

0名

88.23％

81.81％

MU
前回修正率

MU： 三牧君（IM）、杉田君（理事会）
●クラブ協議会
「後期委員会発表」
〇職業奉仕委員長 三牧秀利
〇社会奉仕委員長 岩男圭記
「CLP 導入について」 弥頭徳久会長エレクト
●点鐘
●挨拶
●閉会

