菊池ロータリークラブ週報

国際ロータリー第 2720 地区
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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 2204 回

平成 30 年 8 月 16 日

の社会をより良くための機会を見出し、明日を担う次世

●点鐘

代に投資しています、とあります。我がクラブとしては、

●国歌斉唱 君が代

「行動を重視する」では、小学生駅伝大会やロアッソ熊

●ロータリーソング 【それでこそロータリー】

本少年サッカー教室、交通安全活動があげられると思

●会長司会 【岡本雄治】

います。「草の根レベルで地域を変える」では、今年の

・ビジター紹介

活動方針の中に、他団体と協力し活動を行う、としてい

熊本県北広域本部 本部長 成富守様

ます。地域に根差した活動・奉仕活動等に当てはまる

〃

振興課 参事 井史博様

のかな、と思います。「より良い今日と未来をつくる」で

●会長挨拶 【岡本雄治】

は、これも今年の活動方針の中に青少年育成に力を

「ロータリーは？」と問うと、皆さんはどのような答えを言

入れる、とあります。色んな活動を通じて、青少年に何

われますか。なかなかすぐに即答は難しいかなと思い

らかの影響を与えられるよう取り組んでいます。難しい

ます。実際、私がそうだからです。「ロータリーとは」とイ

言葉となりますが、世の中が、菊池が、市民が、少しで

ンターネットで検索すると、国際ロータリーの HP が出て

も良くなっていくように取り組んでいきましょう。

きます。その中に、1905 年にシカゴで創立されたロー
タリーでは 110 年以上、様々な職業を持つ人や市民リ

●幹事報告【白石昌朋】

ーダーが「世界を変える行動人」となり、その経験と知



ハイライトよねやま 221 号が届きました。

識を生かして、社会奉仕活動や人道的活動に取り組



サンワカルチャー（株）より、残暑見舞いが届きまし

んできました。識字率向上、平和構築、水と衛生の改
善など、幅広い分野で持続可能な影響をもたらすため

た。


ロータリー財団より、地区補助金報告書（写真・記

に、ロータリーの会員は毎日、世界のどこかで活動して

事、領収書）、地区補助金収支報告書、地区承

います、と記載されています。

認連絡書が届きました。

行動を重視する：私たちは自分たちでアイデアを考え、



実行に移す「行動人」。クラブで、または国内や海外の
仲間たちと一緒に、和気あいあいと活動しています。

2018-19 年度地区大会登録に関するお願いが
届きました。



エジプト 2451 地区、アレキサンドリア コスモポリタ

草の根レベルで地域を変える：私たちは地元の人々や

ン RC より、新年度の挨拶と例会への案内が届き

団体と協力し、持続可能な変化を生み出します。

ました

より良い今日と未来をつくる：ロータリーの会員は、今日



平成 30 年度「くまもと・みんなの川と海つくりデー」





実施の依頼が届きました。

も協力のお願いできればとお持ちいただいております。

日時：8 月 26 日（日）7 時 30 分～9 時

金額は 1,000 円からでも良いと言われていました。発

清掃箇所：鴨川河畔公園及び菊池川周辺

足当時に寄付金を入れられて、会員になられている方

集合場所：菊池市立七城体育館前

もいらっしゃると思いますが、毎年、子ども達も変わって

開始時間：受付 7 時、開会 7 時 30 分

いくし、経費もかかってきますので、以前されている方も、

※当日は清掃ができる服装で、軍手、水分の準

今回お願いできればと思っております。前回寄付され

備をお願いします。

た方には「頑張れ高校球児」という冊子が届いたかと思

菊池観光協会より、秋の「城山の日」の案内が届

いますが、中には夏の甲子園前のチームのメンバーと

きました。

それまで戦った年間公式戦の結果、夏の高校野球、2

日時：9 月 30 日（日）8 時～10 時 ※少雨決行

回戦で去年は勝った熊工にコールド負けをしてしまいま

場所：菊池公園一帯

したが、その組み合わせとかが掲載されていて、来年も

作業内容：公園内のゴミや落ち葉拾い等

寄付していたら、大会前に送ってくると思います。これ

準備物：作業に適した服装 ※ケガや虫刺され防

はマネージャーさんが原稿を作っているそうです。先生

止のため、長袖、長ズボン、軍手、タオル、ひばさみ

たちがやるんじゃなくて、子ども達がみんなで作り上げた

参加締切：9 月 13 日（木）

「頑張れ高校球児」という冊子、来年も良い成績が収

第 40 回「少年の主張」熊本県大会の開催案内が

められるよう、応援したいと思いますので、応援お願い

届きました。

します。

日時：9 月 8 日（土）13 時～16 時
場所：菊池市文化会館

〇スマイル報告【岩男圭記】

参加申込み：参加希望者はチラシ裏面の申込書

 岡本君、白石君

により、8 月 30 日（金）までに FAX

本日は熊本県北広域本部 本部長 成富様、振興
課 参事 井様、ご来訪ありがとうございます。本日

●委員会報告
〇増強委員会【角田昭吉】

の卓話、よろしくお願い致します。
 久保君

年間計画でもお話ししました通り、今年度も増強に力を

成富守県北広域本部長、本日は宜しくお願い致し

入れたいと思っております。会員一人ひとりがご推薦い

ます。

ただける方を名簿にして協議したいと思っておりますの

 山下君

で、後程、事務局の方から FAX を送らさせて頂きます

本日は成富守県北広域本部長、井様、講演ありが

ので、何名でも構いませんので、推薦いただき、名簿を

とうございます。菊池 RC も 46 年を迎え、過渡期で

作成したいと思っておりますので、ご協力お願い致しま

ありますが、更なる組織作りを励みにしたいと思いま

す。今月末までにご提出頂けますよう、宜しくお願いし

す。御指導宜しくお願い致します。

ます。

 隈田君、弥頭君、岩男君

〇菊池高校野球部後援会【岡本雄治】

県北広域本部 本部長 成富様、また参事 井様、

当クラブとは関係ありませんが、菊池高校の後援会の

本日の卓話、大変お世話になります。お話を楽しみ

加入の文章と振込用紙を各テーブルにお持ちしていま

に拝聴したいと思います。宜しくお願い致します。

す。事務局をされている冨田さんから依頼がありまして、

 小松君

ひとりでも多くの市民の方に菊高野球部の後援会の一

本日はお忙しい中、県北広域本部 成富本部長様、

員になってもらえないだだろうか、とのことでロータリーに

同振興課 井参事様、お越し頂き、誠にありがとうご

ざいます。しっかり卓話を拝聴いたします。さて現在

●点鐘

21 位と低迷するロアッソ熊本。9 月 8 日（土）の対

●挨拶

大分戦。18 時キックオフが菊池市民デーで、菊池

●閉会

在住の方、菊池で働いておられる方、受付で免許
証、名刺を提示すると 500 円で入場できます。時
間がある方はぜひ、彼らの尻を叩きに来てください。

くまもと・みんなの川と海つくりデー

そしてスタジアムで菊池市を大切にアピール致しま

日時：8 月 26 日（日）7 時 30 分～9 時

しょう！

清掃箇所：鴨川河畔公園及び菊池川周辺
集合場所：菊池市立七城体育館前

本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

8,000 円

44,000 円

参加者：岡本、白石、池邉、弥頭、岩男、工藤、角田、

前年度分

10,000 円

57,000 円

小松夫妻、奥村

〇出席率報告【岩男圭記】
本年度

前年度

総会員数

20 名

23 名

免除

2名

3名

本日の出席者

15 名

16 名

欠席者

5名

7名

出席率

75％

72.72％

MU

0名

1名

84.21％

95.45％

前回修正率
MU：
●外部卓話

卓話者：成富守様
卓話者職務：熊本県北広域本部 本部長
内容：熊本地震からの復旧、復興と菊池地域の地方
創生

