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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 2206 回

平成 30 年 9 月 20 日

鹿 RC さんのテーブルで私が一人、それから荒尾 RC の

●点鐘

３０代後半くらいの仲島さんという方で、その方と話して

●国歌斉唱 君が代

いたら、山鹿のお寺さんの長男で、次男さんが継いでい

●ロータリーソング 【奉仕の理想】

らっしゃるそうです。その方は荒尾の豊建設に勤めてい

●会長司会 【岡本雄治】

らっしゃたので、荒尾 RC に入会されているそうです。今

●会長挨拶 【岡本雄治】

は雇われ従業員から今は社長になられています。荒尾

今日は久しぶりに本降りの雨になりまして、ウチの家庭

は熊本市内からだいぶ北にありますので、熊本の方で

菜園で植えてる野菜たちも大変喜んでいると思います。

も荒尾が福岡だと思っている方がいるそうで、バスケット

朝夕は涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑さが

の熊本ヴォルターズやロアッソ熊本の話題があまり入っ

続いております。また、季節の変わり目です。体調には

て来ないそうです。息子さんがサッカーを始められたそ

しっかり気を付けて下さい。先週土曜日は荒尾 RC の周

うで、「自分も勉強していかなんなぁ」という話題が出た

年行事に出席してきました。記念講演は荒尾の観光大

ので、「実は私はロアッソ熊本の年間サポーターをして

使の嘉門達夫さんのトークライブがありました。「チャラリ

います」という話になって、営業次長の片山さんに連絡

～ン鼻から牛乳」や「なごり寿司」等の面白い替え歌で

してアポ取ってもらっています。その仲島さん、出身も

有名な嘉門達夫さんは大阪生まれですが、なんで荒

住まいも山鹿のお寺さんなんですが、話をしていたら、

尾市の観光大使になったかというと、昔グリーンランドで

「レンガのお家、ネクストホーム♪」という宣伝があって

イベントがあって、ホテルヴェルデに泊まった時、酒飲

いますが、ソコだそうです。たまたま隣の席だったところ

みに荒尾市内の居酒屋に入ったそうです。そこの居酒

からこんな話題にまで発展して、楽しいひと時をすごす

屋の大将と意気投合し、二次会にカラオケスナックに

ことができました。

一緒に行ったのがきっかけで、プライベートでも荒尾市

２３日日曜日は泗水孔子公園で JC 主催の国際交流

に飲みに来られるようになり、その際、居酒屋の大将の

フェスティバルが行われます。菊池 RC からは協賛金と

友達もだんだん加わるようになり、しまいには市長も同

福岡からマイラスさんをお呼びしての馬頭琴演奏を披

席したそうです。その後、観光大使の話が上がり、任命

露いたします。国際奉仕委員長の山下さんをはじめ、

されることになったそうです。我が菊池市にもいろんな

多数の方に参加して頂きます。すこしでもロータリーの

芸能人が来訪されますので、観光大使に繋がればい

アピールと JC のメンバーとの交流がもてればと思ってい

いなと思った次第です。荒尾 RC には現在 39 名の会員

ます。11 時 15 分からの馬頭琴演奏ですので、沢山の

さんがいらっしゃって、ちょうど私が座ったテーブルが山

方に聞いて頂きたいです。それから私の親戚で、アル

ゼンチンタンゴや自宅横でダンススクールをしている方
もダンスの披露があります。アルゼンチンタンゴだったら、

です。ご参加よろしくお願いします。


9 月 30 日（日）は城山の日清掃作業となって居ま

ちょっとセクシーなダンスですので、おじさん達にはたま

す。開始が 8 時となっていますので、参加される

らないと思いますので、ぜひ足をお運びください。

方はその前に集合したいと思っていますので、よろ

９月２７日は岩男さんの何回目か数えきれない程の

しくお願いします。

誕生日です。おめでとうございます！これからも元気で
社会奉仕委員長をお願いします。28 日の観月会は岩

●委員会報告

男さんの誕生日パーティになりそうですね。

〇増強委員会【角田昭吉】

３０日は城山の日です。城山の清掃作業にご協力を

先日は増強の為の推薦者名簿をご提出頂き、ありがと

お願いします。新しく完成に向かって工事が進んでいる

うございました。入会して頂くために努力をしていきたい

菊池物産館を眺めながら、清掃作業に汗しましょう。

と思っておりますが、今回 28 日に観月会が行われます。

それから２３日の国際交流フェスティバルの日ですが、
マイラスを迎えて、私の家で BBQ を計画しています。５

その時に推薦された方々もご招待したいと思いますの
で、ぜひお声掛けをお願いします。

時頃から始めたいと思っています。ご都合のつく方はご

SmileTime

参加ください。会費は 2,000 円です。ちなみにマイラス
さんは私の家に泊まられます。馬頭琴と小松さんのギ
ターもしくはピアノセッションがあるかもしれません。期待

 隈田君、弥頭君、森君

したいところです。9 月も例会は 2 回ですけれど、いろん

杉田会友、卓話お世話になります。「外国人技能実習

なイベントが続きますので、皆さん、ご協力の方、よろし

生について」のお話だそうで、楽しみにしています。

くお願いします。

 岩男君
本日の卓話、杉田会友に大変お世話になります。

●幹事報告【白石昌朋】

楽しく拝聴させて頂きます。本日午後 3 時 30 分より、



ハイライトよねやま 222 号が届きました。

秋の全国交通安全運動の推進大会出発式があり、



岡本会長宛に荒尾 RC より、創立 40 周年記念式

その時（緑十字銅章）を頂く事になりました。これも

典のお礼が届きました。

皆様のご協力の賜物と思い、これからも交通安全

岡本会長宛に菊池市剣道連盟より、第 44 回菊

に努めてまいります。



池十八外城攻防剣道大会の案内と開会式での



挨拶依頼が届きました。

暑さも和らいできましたが、季節の変わり目です。お

日時：10 月 20 日（土）9 時～

身体には十分注意して下さい。9 月の例会は 2 回で

場所：菊池市総合体育館 メインアリーナ

すが、イベントがたくさんあります。ご参加をよろしくお

地区大会の申し込みをしたので、ご確認お願いし

願いします。

ます。


 三牧君

9 月 23 日（日）泗水孔子公園で JC の国際交流フ

だいぶ秋らしくなりましたね！最近休みがちで申し

ェスティバルが開催されます。菊池 RC も協力して

訳ありませんでした。体調も良くなりましたので、頑

いて 11 時 15 分頃から、マイラス氏の馬頭琴コン

張って出席します。杉田会友、本日の卓話、楽しみ

サートがありますので、お時間がある方は遊びに来

に拝聴させて頂きます。

てください。


 岡本君、白石君

9 月 28 日（金）18 時 30 分～、寿会館で観月会

 工藤君
杉田さんの外国との交流を楽しみにしています。

 山下君

●点鐘

お疲れ様です。本日は杉田不二男会友の卓話、楽

●挨拶

しみにしています。外国人技能実習生の受け入れ、

●閉会

大変な作業でしょうが、旬のトライアルでしょうし、ぜ
ひ頑張って下さい。応援しています。

国際交流フェスティバル

 小松君
本日は杉田さん、卓話お世話になります。これから

日時：9 月 23 日（日）11 時～

日本もどんどんグローバルな社会になってきます。

場所：泗水孔子公園

しっかり勉強させて頂きます。

参加者：白石、弥頭、工藤、山下、森、小松、大田黒

本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

8,000 円

52,000 円

前年度分

9,000 円

66,000 円

〇出席率報告【岩男圭記】
本年度

前年度

総会員数

19 名

23 名

免除

2名

3名

本日の出席者

15 名

19 名

欠席者

4名

4（1）名

出席率

78.94％

86.36％

0名

0名

84.21％

86.36％

MU
前回修正率
MU：
●会員卓話

たくさんのスマイルを頂きまして、感謝申し上げます。ホ

マイラス氏との交流会

ワイトボードを見ますと、来週が米山奨学生の卓話で、

日時：9 月 23 日（日）17 時～

その方がベトナムの方と聞きましたので、流れ的には大

場所：岡本会長宅

変良かったのかなと思った次第です。また、在学中の

参加者：岡本、白石、小松、大田黒

崇城大学は私の母校でもある素晴らしい大学ですので、
運命とか流れを感じるところ
であります。ちなみに私は成
績がとても良かったので、5
年間通っていますので、未だ
に親父から「なんで 4 年で卒
業できなかったんだ」と嫌味
を言われます。
「外国人技能実習生について」
卓話者：杉田不二男会員

観月会
日時：9 月 28 日（金）18 時 30 分～
場所：寿会館
参加者：岡本、白石、久保、工藤、
岩男、隈田、弥頭、山下、森、角田、
杉田、小松、奥村、大田黒

