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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 2209 回

平成 30 年 11 月 1 日

ンになろう」のスローガンの下、自分から発信し、会員

●点鐘

増強、特に若い世代の入会に繋がる行動を各自行っ

●国歌斉唱 君が代

て頂きたいと思います。

●ロータリーソング 【我等の生業】

本日、池邉さんが急性心筋梗塞で国立病院に搬送

●会長司会 【岡本雄治】

されて、心配しておりましたが、今日、元気な姿で例会

・ビジター紹介

に出席頂きまして、本当にありがとうございます！

菊池警察署 署長

猿渡 信寛様

●会長挨拶 【岡本雄治】

最後になりますが、朝夕めっきり寒くなりました。お身
体に留意して頂くのはもちろんですが、日没も早く、５時

今日は 11 月 1 日ということで、早いもので、あと 2 ヶ

過ぎには真っ暗になってしまいます。車の運転の際に

月で新年を迎えると考えると少し早いかもしれませんが、

は早めのヘッドライト点灯やスピードの出し過ぎ、左右の

今年一年を振り返って、し忘れたことを残り２カ月に取り

確認等をしっかり行って頂き、安全運転に努めて下さ

組んで頂きたいと思っております。今月１７日には大分

い。私のお客様でもここ２週間で１０件の交通事故があ

で地区大会が行われます。当クラブからもたくさんの参

りました。４台の車が廃車になりました。今一度、交通

加を頂きまして、ありがとうございます。また、２５日には

安全を意識して頂きますようお願いして、会長司会とし

ロータリー小学生駅伝大会が行われます。菊池警察

ます。

署にもご協力を頂きます。重ね重ねよろしくお願いしま
す。
１９０５年（明治３８年）、アメリカのシカゴで創設された

●幹事報告【白石昌朋】


ガバナー月信 11 月号と 11 月「ロータリー財団月

ロータリークラブは１１３年を迎えます。色んな歴史を乗

間」のリソースの案内が届きました。また、11 月の

り越え、戦争を乗り越えて、現在に至っています。当ク

ロータリーレートも 1 ドル＝112 円です。

ラブの先輩方も高度経済成長やオイルショック、バブ



ル景気にバブル崩壊等、山あり谷ありをご経験されて、
それを乗り越えてきたスキルを私を含めた後輩たちに

髙山ガバナーより、ガバナー訪問のお礼状が届き
ました。



会長宛に地区大会における大会決議案と会長幹

教えて頂き、この現代社会で自分自身が生き残る、ま

事会時の信任状提出のお願いが届きました。

た、菊池 RC が輝きを取り戻すために取り組むこと等を

岡本会長と小松青少年奉仕委員長宛に第 36 回

しっかりと見極めなければいけないと考えています。RC

菊池ロータリー小学生駅伝大会に伴うスタッフ会

の趣旨や取組み等をアピール頂き、「インスピレーショ

議開催の案内が届きました。

日時：11 月 9 日（金）19 時～



場所：七城公民館

秋祭、大変お世話になりました。岡本会長様、暑い

日田 RC より、創立 55 周年記念式典出席の御礼

中、ご奉仕誠にありがとうございました。本日卓話い

が届きました。

ただきます、猿渡署長様、交通指導でのご協力を

熊本旅行（株）より、ハンブルグ国際大会の旅行

頂き、感謝申し上げます。
 弥頭君

案内が届きました。


第 7 回全国インターアクト研究会の案内が届きま

猿渡信寛署長様、本日は多忙な中にもかかわらず、

した。

おいで頂きありがとうございます。卓話どうぞ宜しくお

日時：平成 31 年 4 月 28 日（日）12 時～

願い致します。
 山下君

場所：福岡国際会議場




 前田君

熊本県環境生活部 くらしの安全推進課 青少

ご無沙汰しています。山下です。猿渡署長、いつも

年班より、平成 30 年度熊本県青少年健全育成

大変お世話になっております。本日は例会卓話を

県民フォーラム開催の案内が届きました。

お祈り受け頂き、ありがとうございます。明後日 11

日時：12 月 1 日（土）14 時～16 時 30 分

月 3 日（土）は孔子公園で祭礼大典に司祭官として

場所：熊本県庁地下大会議室

出演（12 時 20 分～）します。遊びに来て下さい。

地区大会の参加者は登録料を 8,000 円を事務
局までお願いします。

 森君
菊池警察署長 猿渡信寛様、本日は貴重な卓話
ありがとうございます。日頃は街の治安に尽力され、

●委員会報告

またロータリー小学生駅伝大会では、毎回大変お

〇青少年奉仕委員会【小松真一】

世話になり、誠にありがとうございます。

白石幹事からもありましたけれど、第 36 回ロータリー小

 田尻君、三牧君

学生駅伝大会が 11 月 25 日に開催されます。現在は

朝晩とかなり寒くなりましたね。皆さん体調管理には

6 校の参加ということで、従来より若干減っているようで

気を付けて下さい。菊池警察署長 猿渡信寛様

すが、来年からの開催日程等、市の方も考えておられ

ご来訪ありがとうございます。本日の卓話、楽しみに

るようです。10 日には七城の公民館で 15 時 30 分～

拝聴させていただきます。

岡本会長と私で事前の説明会に行って参ります。22

本日のスマイル

本日までの累計

日は夕方から、本大会に向けての設営準備ということ

本年度分

18,000 円

96,000 円

です。36 回も続く“ロータリー”主催のイベントですので、

前年度分

11,000 円

97,000 円

お忙しいと思いますが、皆さん、極力ご出席頂きますよ
う、また、その際には防寒に気を付けて頂きますよう、

〇出席率報告【岩男圭記】

宜しくお願い致します。

SmileTime
 岡本君、白石君
菊池警察署長 猿渡様、公務のお忙しい中、ご来
訪頂き、ありがとうございます。年末に向けて、交通
事故、事件が少しでも減るよう願っております。ご活
躍をお祈りします。

本年度

前年度

総会員数

19 名

23 名

免除

2名

2名

本日の出席者

13 名

16 名

欠席者

6名

7（1）名

出席率

72.22％

72.72％

0名

0名

83.33％

72.72％

MU
前回修正率

●外部卓話
卓話者：猿渡信寛様

菊池北中 マイラス氏馬頭琴演奏会

卓話者職務：

時：11 月 2 日（金）15 時～

菊池警察署 署長

場所：菊池北中学校 体育館

内容：

参加者：岡本

「四方山話」
●点鐘
●挨拶
●閉会

