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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 2221 回

平成 31 年 5 月 9 日

室もありますし、それから菊池十八外城剣道少年大会

●点鐘

等も援助させていただいております。正直に言いますと、

●国歌斉唱 君が代

本当はローターアクトくらいは提唱が出来て、青少年活

●ロータリーソング 【奉仕の理想】

動が今まで以上に出来れば、という思いまありますが、

●会長司会 【弥頭徳久】

現状ではなかなかそうはいきません。その様な月間で

●会長挨拶 【弥頭徳久】

あると申し上げて、私の挨拶とさせて頂きます。

元号が平成から令和に変わりましたが、顧みますと平

●幹事報告【白石昌朋】

成時代は、日本におきましては戦争がありませんでした



ガバナー月信 5 月号と 5 月「青少年奉仕月間」リ

ので、平和な時代だったなとも思います。でも一方では

ソース案内が届きました。5 月のロータリーレートは

災害が大変多くあった時代でもあったなあ、とも思って

1 ドル＝112 円です。

いるところです。まだこれから私達は、令和の時代を生



弥頭会長エレクト、角田次期幹事宛にガバナー補

きていくわけですけど、令和の時代が穏やかな時代で

佐引き継ぎ及び次年度会長幹事初会合の案内

あるよう、願っているところでもあります。また、5 月は青

が届きました。

少年奉仕月間でございます。1927 年にセントルイスの

日時：6 月 5 日（水）17 時～

国際大会で、善良で健全な市民を育てる青少年奉仕

場所：藤屋観光

活動ということが投票されました。当初は社会奉仕委



地区事務所より、最終日の 2019 年規定審議会

員会の小委員会として発足したものでありますが、その

の議事録速報、2019 年規定審議会提出立法案

後、青少年活動の重要性から第 5 奉仕部門と呼ばれ

一覧表が届きました

た時期もありました。青少年交換、インターアクト、ロー



サンワハイテックより、社長交代の案内が届きました。

ターアクト、ロータリー青少年指導要請プログラム、職



平成 31 年度菊池市国営鞠智城歴史公園設置促

業相談指導、ロータリー地域共同体、ロータリー地域社

進期成会総会の開催の案内が届きました。

会共同体、身体障碍者の援助、各種野外活動等を通

日時：6 月 5 日（水）13 時 30 分～

じて、才能と熱意を喚起し、奉仕と責任感を育てること

場所：菊池市役所 本庁 3 階 305 大会議室

を目的として、青少年奉仕活動は発足したらしいです。

※新任の会員の選任にあたり、必ずしも団体の長で

私共も、特に弱小クラブで申し訳ないですけど、青少年

なくても良いため、ご希望の方がいらっしゃいましたら、

等々の活動におきましては、皆様もご存知の通り、駅伝

ぜひよろしくお願いします。

があり、最近は小松さんのご苦労があってサッカー教



博多座より、2019-20 年のラインナップが届きました。



本日、杉田会員の推薦で、吉良和也様、西岡史精
様の入会推薦書が上がってきています。先日の理事

山下会友、サンワハイテック（株）会長就任おめでと

会で承認を受けていますので、本日から異議申し立

うございます。益々の御活躍をお祈りいたします。

て期間に入り、来週の例会までに異議がなければ、



 隈田君

 小松君

入会の話を進めていきたいと思っておりますので、よ

本日は令和になって初めての例会。良い時代にし

ろしくお願いします。入会は来年の弥頭年度からで、

たいものです。6/1（土）はロアッソ熊本サッカー教

今年度の最終例会の時に幹事招待をしたいと思って

室です。参加される皆様、ご苦労様です。隈田さん、

います。推薦書を回しますので、目を通して頂ければ

免許更新試験 100 点満点おめでとうございます。

と思います。

※私事ですが、今日 57 歳になりました。

先日の理事会の際に、50 周年の為に積立を始めて

本日のスマイル

本日までの累計

はどうかとの意見が出ました。理事会では来年度から、

本年度分

14,000 円

209,000 円

毎月 2,000 円してはどうかとの意見が出ました。これ

前年度分

9,000 円

241,000 円

は会費ではなく、積立で、通帳を新たに作りたいと思

〇出席率報告【森繁】

いすがよろしいでしょうか？
⇒ 承認 ※税務処理の関係上、“会費”とした方が
いいので、積立（預かり）よりいい
⇒（決定） 次年度から、会費として 17,000 円を徴
収し、うち 2,000 円を別口座にて、50 周年積立で管
理する。

本年度

前年度

総会員数

18 名

20 名

免除

3名

2名

本日の出席者

13 名

16 名

欠席者

5（2）名

4（2）名

出席率

81.25％

88.88％

2名

0名

93.75％

89.47％

MU

●委員会報告
〇ロータリー財団委員会（森繁）
今日は 100 万ドルになっていますので、ご協力お願い

前回修正率

MU： 山下君、三牧君（理事会）
●工藤会員、岩男会員近況報告【弥頭徳久】

します。

●クラブ協議会

100 万ドル＝2,560 円

「後期の反省」

〇スマイル・出席委員会【大田黒理恵】

Smile Time
 三牧君
年号が「令和」に変わって、最初の例会となりました
ね！気分も新たに、ロータリーに仕事に頑張りたいと
思います。皆様、「平成」の時と同様によろしくお願
いします。
 弥頭君、白石君
〇平成から令和へと元号は変わりましたが、平成の
時代は平和な時代で良かったと思いますが、一方
では災害も多かった時代でした。今からの令和の時
代も平穏無事な時代であればと願っています。
〇先日の理事会出席の皆様、お疲れさまでした。

〇プログラム委員会【弥頭徳久】
〇増強委員会【角田昭吉】
〇公共イメージ向上委員会〇ロータリー財団【森繁】
〇社会奉仕委員会〇国際奉仕委員会【山下和貴】
〇職業奉仕委員会〇SAA・親睦委員会【三牧秀利】
〇青少年奉仕委員会〇会計【小松真一】
〇長期計画委員会【弥頭徳久】
●点鐘
●挨拶
●閉会

