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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 2 月 7 日

挨拶、三村さんには特に公共イメージの部門長であり

●点鐘

ますから、「My Rotary について」の卓話をいただこうと

●国歌斉唱 君が代

思っております。

●ロータリーソング 【奉仕の理想】

●幹事報告【白石昌朋】

●会長司会 【弥頭徳久】



ガバナー月信 2 月号と 2 月「平和と紛争予防／

・ビジター紹介

紛争解決月間」リソース案内、2 月ロータリーレート

熊本りんどう RC

1 ドル＝110 円とのお知らせが届きました。

熊本第 2 グループガバナー補佐

住永栄一郎様

地区公共イメージ部門委員長

西山晃史様



2019‐20 年度地区研修・協議会の案内が届きま
した。

●会長挨拶 【弥頭徳久】

日時：平成 31 年 3 月 31 日（土）10 時～16 時

先日、節分とか立春が終わりましたが、ここ 2～3 日

30 分

は寒さも和らいだような気がします。草木も少しずつ芽

場所：ホルトホール大分

吹き始めるのかな、という感じも致しております。釈迦に

出席義務者：地区委員・国際奉仕 山下、会長

説法になるかと思いますが、立春は 2 月 4 日なんです

弥頭、幹事 角田、会計 小松、管理運営部門

が、旧暦では年の始まりだそうでありまして、年が変わる

森、会員増強 杉田、公共イメージ・職業奉仕

その節目の日が立春といい、その前の日を「年（節）を

白石、職業奉仕 岩男、青少年奉仕 杉田、R 財

分ける」ということで節分ということだそうです。節分とい

団 三牧、米山奨学会（

いますと節分の日から 88 日目を八十八夜とかいろいろ

※対象者には事務局より、直接案内をお渡しします

ありますけれど、旧暦でいいますと、24 節とか五節句が

締切：2 月 18 日（月）

あるそうでございます。季節をより掴むために庶民の皆



さんが生活の歴史の中から、いろいろな体験を基にし

）

（株）オクトン、（株）フジマキネクタイより、次年度テ
ーマ、ロータリー用品のカタログが届きました。

て暦日の基準が決まっているようです。特に今は旧暦



（株）クマヒラより、抜萃のつづりが届きました。

で何かをするということが少なくなっていますけれど、農



3 月 3 日（日）菊池市民広場で春の「城山の日」

作業では季節の節目節目、その暦日に合った作業をし

が開催されます。8 時 30 分開会で 9 時～作業開

ていくということが今も色濃く残っていることをお聞きしま

始となっております。例会ではありませんが、一時

した。今日は住永ガバナー補佐、三村公共イメージ部

間程度の奉仕作業ですので、皆様のご参加をよ

門長にお出でいただいて、後程、ガバナー補佐にはご

ろしくお願い致します。

●委員会報告

ーターです。ハイブリットが主流になって参りまして、日

Smile Time

産さんが主力でやっています電気自動車が主力になっ

 弥頭君、白石君、隈田君、森君、奥村君

ていっています。あと、ここ数年で自動車の動きがどん

・ガバナー補佐 住永栄一郎様、地区公共イメージ

どん変わっていくと思います。自動運転が施行され、自

部門長 三村彰吾様、ようこそおいで下さいました。

動で止まり、横の線からはみ出そうとしたらピピピと合図

後でご挨拶、卓話を頂きます。どうぞよろしくお願い

を送ってくれる。また、前の車が行き出したら、教えてく

致します。

れて、付いていく、というところまできています。4～5 年

・先日の理事会出席の皆様、遅くまでご苦労様でした。

前の新車から高額車にはそういった装備が付いており

 小松君

まして、今では軽自動車でもそのような装備が付いてい

本日は三村彰吾公共イメージ部門長様、卓話お世

る時代になってきました。そのように私達の業界も変わ

話になます。しっかり勉強します。

ってきていますが、ロータリーでも同様のことが言えると
思います。大先輩たちが築き上げてきたロータリーが今、

本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

11,000 円

150,000 円

この私達世代、その私達よりひと回り近く下の世代、私

前年度分

11,000 円

175,000 円

より 10～12、3 歳年下の方達も入ってきていますが、

※三村様より、お車代をスマイルで戴きました

ながら、新しい、そして時代に合った変化に対応できる

〇出席率報告【奥村宏子】
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

12 名

15 名

欠席者

6（2）名

8（1）名

出席率

75％

68.18％

MU

0名

1名

62.5％

100％

前回修正率

やはり感覚が違うんですね。だから、大事なものは残し

MU： 三牧君（理事会）
●ガバナー補佐挨拶
【住永栄一郎様】
私が菊池に来らせていただく
のが本年度３回目でございま
す。３回も来ると、なんだかホ
ームに帰ったような感じがしま

仕組みを作っていかないと今、いろんな団体がある中
でロータリーが残っていかなければならないと思います
し、ロータリーがいろんな団体の中で、先頭を走るため
にもそういったことを考えていかなければならない時期
に来ていると感じております。私も今年、残されている
期間はあと数ヶ月でございますけれど、皆様方の為に
何かひとつでも進歩、進化できればと思っておりますの
で、残された期間、ご指導頂きますようによろしくお願い
いたします。今日はうちのクラブで地区公共イメージの
部門長を務めさせて頂いております三村と一緒にお邪
魔しました。ぜひロータリーの事をさらに深く知って頂き
まして、またご協力頂ければと思っております。どうぞ一
日よろしくお願いいたします。
●外部卓話
卓話者：三村彰吾様

す。そして今週の週末は IM を控えておりまして、日曜日

卓話者職務：

のお忙しい中に、皆様にお越し頂く事、本当に感謝して

地区公共イメージ部門 部門

おります。私達の業界の話をさせて頂きますと、非常に

長／歯科医

今、大手の中古車屋さんが県外から沢山来ておりまし

内容：My ROTARY について

て、なかなか厳しい戦いをさせてもらっている中で、車と
いうのは今、変化を迎えている時期でございます。大き
く変わっているのはエンジンで、今動かしているのはモ

●点鐘

●挨拶

●閉会

