菊池ロータリークラブ週報

国際ロータリー第 2720 地区
創立／昭和 47 年 8 月 5 日
承認／昭和 47 年 9 月 8 日
事務所／〒861-1331
熊本県菊池市隈府 169

KIKUCHI ROTARY CLUB

TEL （0968）24-0950

2018-2019 年度 RI テーマ

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 2217 回

平成 31 年 3 月 7 日

登録料：1,000 円（昼食代込）

●点鐘
●国歌斉唱 君が代

締切：4 月 20 日（土）


国際ロータリー第 2720 地区ローターアクトより、菊

●ロータリーソング 【我等の生業】

池公園お花見清掃活動の案内が届きました。

●会長司会 【弥頭徳久】

日時：3 月 24 日（日）10 時～14 時 30 分

●会長挨拶 【弥頭徳久】

場所：菊池公園

先日は啓蟄でしたが、冬ごもりの虫たちが、地中から這

参加料：1,000 円（保険料、懇親会費含む）※当

い出す頃と言われています。これから少しずつ、気候も

日徴収

良くなってきます。私達もクラブの活性化に向け、皆で

持参物：軍手、防寒具、クラブジャンパー着用を

頑張っていかなくてはなりません。会員増強に向けて、

お願いします．

戦略委員会を大いに活用し、素晴らしい成果が得られ



国際ロータリー第 2720 地区ローターアクトより、第

るよう、ぜひ皆様方のご理解ご協力を賜って、私達、今

32 回熊本グループ留学生交流会の案内とお願

は 18 人のクラブでございますが、20 人、30 人となるよ

いが届きました。

うに皆様のお力添えを頂きながら、もう少し、クラブの活

日時：4 月 13 日（土）10 時～15 時 40 分

性化、増強ができるようにと思っています。どうぞよろし

場所：玉名市民会館、玉名市勤労者体育センター

くお願い致します。

登録料：RC 3,000 円、RAC 2,000 円
締切：3 月 15 日（金）

●幹事報告【白石昌朋】


公共イメージ部門長 三村様より、公共イメージア

ガバナー月信 3 月号と 3 月「水と衛生月間」リソー

ップのためのロータリーデイの旗の活用案内が届

ス案内、3 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円とのお

きました。

知らせが届きました。






中津平成 RC より創立 30 周年記念式典の案内が届

森会長ノミニー宛に研修セミナーの案内が届きま

きました。

した。

日時：4 月 20 日（土）11 時～

日時： 5 月 12 日（日）11 時 30 分～14 時 30 分

場所：ヴィラルーチェ中津

場所：ホルトホール大分

登録料：会員 15,000 円、同伴者 10,000 円

出席義務者：会長ノミニー 森 ※予定がある場

締切：3 月 20 日（水）

合はノミニー推薦で代理を出席

菊池 RC40 周年参加者：0 名



熊本県環境生活部県民生活局くらしの安全推進

〇出席率報告【岩男圭記】

課青少年班より、「のびのびユースネットくまもと～


本年度

前年度

青少年くまもと第 81 号」が届きました。

総会員数

18 名

23 名

今年は 3 月 1 日の初市でのバザーを行っていませ

免除

2名

2名

ん。ポリオの募金ということで、例年は商品をお持

本日の出席者

14 名

18 名

ちいただけない方に寄付として 3,000 円お願いして

欠席者

4（1）名

5（1）名

いたのですが、今年はバザーを中止にしましたので、

出席率

82.35％

81.81％

ひとり 3,000 円の寄付を集めて。ポリオ寄付とした

MU

1名

1名

いと思っておりますので、ご協力お願いします。

前回修正率

94.11％

86.36％

MU： 山下君（理事会）
●委員会報告
〇ロータリー財団委員会【森繁】

●クラブ協議会

今日は１００万ドルということで、回ります。ご協力お願

「会員増強について」

いします。

弥頭徳久会長エレクト

100 万ドル：2,620 円

●点鐘

Smile Time

●挨拶
●閉会

 弥頭君、白石君
昨日は啓蟄でしたが、虫などもそろそろ動き出す頃
になってきますが、私達も次年度に向けて本格的に
動き出さなければと思っています。皆さんの協力を
宜しくお願い致します。理事会出席の皆様、ご苦労
様でした。

第 2720 地区ローターアクト
菊池公園お花見清掃活動
日時：3 月 24 日 10 時～

 岩男君

場所：菊池公園

先日の理事会出席の皆様、大変おつかれさまでし
た。有意義な会議で楽しいひと時を過ごしました。
今後の活動に向けて、頑張っていきましょう。ロータ
ーアクトの城山公園の清掃にクラブとしてなるべく参
加いたしましょう。
 小松君
年度末を迎え、皆さんそれぞれの立場でお忙しいこ
とと思います。いよいよ今週末 3 月 10 日より J3 が
開幕します。今年もいち県民として、ロアッソ熊本を
精一杯応援していきたいと思います。
本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

4,000 円

157,000 円

前年度分

－ 円

183,000 円

参加者：弥頭、山下、森、小松、大田黒

