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「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 2220 回

平成 31 年 4 月 18 日

ですが、実はこの『上機嫌』こそが、最上級の社会貢献

●点鐘

のひとつではないかと常々僕は思っています。一方の

●国歌斉唱 君が代

不機嫌はその逆で社会悪そのもの。なぜなら上機嫌も

●ロータリーソング 【それでこそロータリー】

不機嫌の世界に対して、影響力を持っているからです。

●会長司会 【弥頭徳久】

いつも上機嫌で笑っている人は自然と笑顔いっぱいの

・ビジター紹介

楽しいことが好きな人が集まってきます。集まった人が

菊池市役所 経済部 経済部長

笹本義臣様

笑顔だと雰囲気が良く、お互いに好意を持ちます。もし

●会長挨拶 【弥頭徳久】

も彼らの中のひとりが悲しい顔をしていたら、周りは手助

皆様は年に一度送られてきます「抜萃の綴り」をお読み

けして、笑顔を戻そうとするでしょう。なぜかというと、自

になられますか？先日、読み返していましたら、良いこ

分の周囲のひとが笑顔でいると、自分にとっても居心地

とがたくさん載っていましたので、それをご披露して、会

が良いと無意識で分かっているからです。だから自然と

長挨拶に代えさせて頂きたいと思います。それからもう

助け合いが生まれ、その結果、彼に他者との信頼も生

ひとつ、現在月 2 回の例会でつい忘れそうになりますが、

まれ、そういう彼らの間には笑顔の時間が増えていきま

前田禰宜の菊池神社にて 4 月 5 日の春の大祭にお邪

す。つまり、幸福がたくさん生まれるんですね。この世

魔させて頂き、玉串奉納までさせて頂きました。貴重な

界に幸福の絶対量を増やすという効果、それこそが上

経験をさせて頂き、ありがとうございました。それでは先

機嫌でいること、そう思うとやっぱり、純粋な社会貢献

程のコラムをご披露したいと思います。これは森沢明夫

なんですよね。しかも、お金のかからない社会貢献です

さんの投稿ですが、「最後に笑うのは誰だ」というテーマ

から、ぜひともやるべきでしょう。” そういうことが書いて

でして、大事なところを中心にご紹介します。“人の表

あります。また、ちなみに僕の知り合いの中には幸せそ

情って本当に大事ですよね。笑っているだけで、相手

うな成功者が沢山いますが、彼らの中で、いつも不機

に与える印象が違うのなら、絶対に笑っている方がお

嫌なひとはひとりもいません。基本、みんな上機嫌なひ

得でしょう。そもそも人は笑顔でいるだけで、免疫力が

と達なのです。念のために言っておくと、成功して幸せ

高まり、健康に良いという科学的データもあるそうです。

になったから上機嫌なのではなく、上機嫌だったひと達

しかも、心から笑っていなくてもいいとのことです。つまり、

が成功して幸せを味わっているのです。小さな幸せの

嘘でもいいから顔を笑顔の形にするだけで、高まるんだ

もとは、今、この瞬間も上機嫌で過ごし、なるべく笑顔で

そうです。”ということが書いてあるのですが、その後のと

いることのようです。しかもその小さな幸せのもとを育て

ころをみますと、“ニコニコ笑顔はもちろん、上機嫌の証

て大きくしてくれるエネルギーもまた上機嫌でニコニコし

ていることなんですね。おそらく類は友を呼ぶというヤツ

〇IM 及び 懇親会

です。プラスエネルギーの力を引き寄せるのかもしれま

日時：2020 年 3 月 22 日（日）

せん。さて、ここで質問です。一度きりの人生、最後に

場所：阿蘇ホテル

笑うのは誰でしょう？誰だと思いますか？ここに書いて



弥頭会長エレクト、角田次期幹事、杉田次期会員増

あるのは「正解はいつも笑っているあなた達です」。笑

強委員長宛に 2019－20 年度 地区会員増強セミ

顔でいることは本当に大切なんだな、ということを私もそ

ナーの案内が届きました。

う思いましたので、その一説をご披露させて頂きまし

日時：6 月 15 日（土）12 時 30 分～16 時 30 分

た。

場所：中津市教育福祉センター 多目的ホール


2019－20 年度 地区大会登録についての事前案

●幹事報告【白石昌朋】

内が届きました。



ハイライトよねやま 229 号、米山梅吉記念館館報、

日時：2019 年 11 月 8 日（金）～9 日（土）

賛助会員の募集と春季例祭の案内３が届きまし

場所：中津文化会館 及び ヴィラルーチェ中津

た。

登録締切予定：8 月 31 日



「断線を歌でつなぐプロジェクト実行委員会」より、



熊本・大分地震からの復興 JR 豊肥本線早期復

熊本第 2 グループ会長幹事会の議事録が届きまし

旧「断線を歌でつなぐ豊肥線」への協力のお願い、

た。

髙山ガバナーからの文書、請願書、CD、4 月 21



日（日）竹田市で開催のコンサートチラシ等が届き
ました。コンサートの入場は無料ですが、先着順に

モンゴル米山学友会より、世界米山大会「絆㏌モン
ゴル」の案内が届きました。



大分キャピタルロータリークラブ 20 周年記念ゴルフ

なっていますので、ご希望の方はパンフレット等も

大会の案内が届きました。

事務局にありますので、帰りに貰ってください。合

日時：9 月 8 日（日）8 時 35 分 OUT、IN 第 1 組スタ

わせて、協力願いで嘆願書の署名集めもありまし

ート

て、100 枚程届いております。ですので、1 人 8 枚

場所：城島高原ゴルフクラブ

程度持ち帰って頂き、次回の例会までに持って来



国際ロータリー第 2720 地区ローターアクト第 34 回地

て頂きますよう、お願いします。CD も 1 枚 1,500

区ローターアクト研修会本登録の案内が届きました。

円で 5 枚送られてきています。本来なら理事会で

日時：6 月 29 日（土）～30 日（日）

かけてご報告するところですが、急遽でしたので、

場所：かんぽの宿 阿蘇

弥頭さんと話して、購入希望の方がいらっしゃれ



地区事務所より、2019 年規定審議会の議事録速

ば買って頂き、いなければ会負担で 7,500 円だそ

報（1 日目～3 日目分）新会員へのアプローチマニュ

うと思っていますが、よろしいでしょうか？

アルが届きました。

⇒ 承認


西山晃史ガバナー補佐幹事より、2018-19 年度



次年度ガバナー補佐志賀様より、ガバナー訪問

エジプト アレクサンドリア RC より、「クロス・エジプト・チ
ャレンジ」の案内が届きました。

及び IM の日程案内が届きました。



菊池神社より、春季例祭の御礼が届きました。

〇次年度ガバナー訪問（熊本りんどう RC、熊本



熊本銀行より不動産担保ローン「ロングリリーフ」の案

‘05 福祉 RC、熊本菊南 RC、菊池 RC 4 クラブ合
同）
日時：8 月 8 日（木）
場所：阿蘇空港ホテルエミナース

内、生駒時計店より次年度のカタログが届きました。

●委員会報告

●外部卓話

Smile Time
 前田君
先日の春祭では、弥頭会長様にはお忙しい中に、
ご参列頂き、ありがとうございました。本日は笹本部
長様、宜しくお願い致します。
 弥頭君、白石君
〇笹本義臣市経済部長様、本日は多忙な中、お
いで頂き、卓話頂きますこと、大変ありがとうござい

卓話者：笹本義臣様

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

卓話者職務：菊池市役所 経済部 部長

〇小松さん、娘さんのご結婚おめでとうございました。

内容：「観光から見た菊池市行政」

昔から花嫁の父と云う言葉がありますが、大変嬉し

●点鐘

くもあり、又、一抹の寂しさもあるかもしれませんね。

●挨拶

娘さんのお幸せを祈っています。

●閉会

 隈田君、奥村君
笹本部長さん、卓話ありがとうございます。楽しみに
しております。
 小松君
本日は笹本部長、お忙しい中、卓話有難うございま
す。又、昇格、誠におめでとうございます。残念なが
ら、所用で途中退席させて頂きますが、頂いた資料
をあとでしっかり勉強しておきます。
本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

15,000 円

195,000 円

前年度分

17,000 円

232,000 円

〇出席率報告【白石昌朋】
本年度

前年度

総会員数

18 名

20 名

免除

2名

2名

本日の出席者

12 名

15 名

欠席者

6（1）名

5（2）名

出席率

70.58％

83.33％

1名

3名

87.5％

95.23％

MU
前回修正率
MU： 三牧君（理事会）

