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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 2202 回

平成 30 年 7 月 19 日

全体的には例会を月４～５回されていたところが月３回

●点鐘

にした、という話が多く出ました。そんな中で、出席して

●国歌斉唱 君が代

よかったと思える例会の内容にしていくための取組みを

●ロータリーソング 【それでこそロータリー】

されているようです。それから会員の発表をする時間を

●会長司会 【岡本雄治】

設けているクラブもありました。また、例会をエンターテ

・ビジター紹介

イメント性を持たせているクラブもありました。「明るい雰

熊本第 2 グループガバナー補佐

囲気を醸し出す例会にしてはどうか」との意見があって、

熊本りんどう RC

住永栄一郎様

どなたからも賛成の意見が出ていました。当クラブも明

ガバナー補佐幹事 〃

西山晃史様

るい例会を目指して、一年間をやっていきたいと思って

●会長挨拶 【岡本雄治】

います。セミナーに出席された皆様、本当にご苦労様

前回の例会の後、大雨による西日本豪雨災害では人

でした。今後のロータリー活動に生かしていきたいと思

命や財産に甚大な被害が発生しております。心からお

います。それから、今日、正式に菊池神社の前田禰宜

悔やみを申し上げますとともに、早急に少しでも協力を

が入会届を持ってきて頂きましたので、後程、入会式

していきたいと思っております。今日は幹事より相談が

を執り行いたいと思っておりますので、宜しくお願いしま

ありますので、宜しくお願いします。さて、先週の土曜日

す。ホント、前田さんと杉田さん、ご兄弟かと思うぐらい

に大分のホルトホールで管理運営と職業奉仕のセミナ

似てらっしゃいますね。前田さんのこれからの御活躍を

ーがございました。管理運営の方では「時代にあったロ

期待しています。

ータリークラブのあり方」や「公共イメージをアップさせて、

●幹事報告【白石昌朋】

知名度を上げていこう」というような内容でした。それか



ハイライトよねやま 220 号が届きました。

ら他団体との協調もあげられていました。前回の例会の



ロータリー米山記念奨学会より、2018 年度上期

時に今年度取り組む三本柱の一つとして紹介しました
が、それもガバナーの考えの中から参考にしていました

普通寄付金のお願いが届きました。


第 17 回ロータリー全国囲碁大会の案内が届きま

ので、それに基づいて進めていきたいと思っています。

した。

職業奉仕の方は「そのクラブで出来る職業奉仕とは何

日時：10 月 6 日（土）10 時～

か？」ということを考え得て実行することが大切というこ

場所：日本棋院本院１階対局室

とを言われていました。その後、分科会がありまして、

参加料：7,000 円

例会のあり方について、様々な意見が述べられました。



菊池国際交流協会事務局より、台湾留学生との

日本伝統文化交流会の案内が届きました。

ム」としたいと思っていますので、よろしくお願いします。

日時：7 月 21 日（土）10 時～12 時
場所：西山和子様邸


SmileTime

宇佐八幡 RC の創立 30 周年記念式典の登録締
切が 7 月 31 日（火）です。出席ご希望の方は事
務局までご連絡下さい。
日時：11 月 4 日（日）10 時～
場所：宇佐八幡宮参集殿他
登録料：10000 円



高山ガバナーより、「平成 30 年 7 月豪雨」支援募
金のお願いが届きました。金額は会員 1 人当たり
2,000 円を目途としていますが、被害が広範囲に
わたっていますので、個人やクラブからの増額をと
のことです。昨年の福岡の災害の際にはクラブの
多目的資金より 2,000 円しましたが、今回はプラ
スいくらかするかを皆様にご意見を頂きたいと思っ
ています。
⇒昨年も 2,000 円だったのですが、被害の大きさ
と他での義援金があるので、今回は 3,000 円を目
途に寄付したいと思います。



退会された川上さんと黒田さん 2 人で行かれて、
ツームシ山の看板撤去をされています。それに伴
い、会計に残金 160,450 円のワンコイン用の通帳
があります。会計業務も煩雑になりますので、多目
的資金の方に移行させたいと思いますので、皆様
に許可を頂きたいと思います。 ⇒ 許可

 熊本りんどう RC 住永栄一郎様、西山晃史様
本日はお邪魔いたします。ココ菊池の地が更に発展
することを祈念してスマイル致します。
 岡本君、白石君
住永ガバナー補佐、西山ガバナー補佐幹事、ご来
訪ありがとうございます。新し年度が始まりました。ご
一緒に熊本第 2 グループを盛り上げていきましょう。
 工藤君
住永ガバナー補佐様、よろしくお願いします。。
 三牧君
暑い日が続いております。皆様お身体には充分気
を付けて下さい。住永ガバナー補佐、西山晃史ガ
バナー補佐幹事、ご来訪ありがとうございます。健
康に気を付けて頑張って下さい。前田会員、入会
おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
小松君
本日は住永ガバナー補佐、西山ガバナー補佐幹
事、ようこそ菊池へ！住永さん、昨シーズンはヴォ
ルターズのプレーオフ進出で熊本は大いに盛り上が
りました。ロアッソもあやかりたいものです。急逝され
た「コウセイ」さんの分まで今後もしっかり応援します。
本日は大田黒さん、スマイル報告単独デビューお

●委員会報告
〇会長からお知らせ【岡本雄治】
8 月の理事会を 7 月 30 日（月）にします。理事会を私
の自宅でしたいと思っています。理事会後は BBQ をし
ますので、MU ついでに来てもいいし、ロータリーについ
て語り合う場にしてもいいと思っていますので、ご自由に
参加して頂ければと思っております。
〇スマイル報告
スマイルを楽しい雰囲気を出すために、スマイル委員
長を奥村さん、副を大田黒さんにして頂きたいと思って
いますので、この時間を「ひろこ&りえのスマ～イルタイ

めでとうございます。
 杉田君
皆様、酷暑厳しい折、お身体だけはご自愛ください。
住永ガバナー補佐、開ガバナー補佐と力を合わせ
頑張って下さい。前田さん、ようこそお越し下さいま
した。今後共、宜しくお願い致します。
 隈田君、弥頭君
・ガバナー補佐 住永様、ガバナー補佐幹事 西山
様、猛暑の中、お出で頂きありがとうございます。ご
教示を宜しくお願い致します。
・すごい暑さが続きます。会員の皆様、お互いに健
康に注意して過ごしましょう。

・菊池神社の前田様、本日は入会式、おめでとうご

なかったというところで、６月の時点では断ることばかり

ざいます。今後一緒に頑張りましょう。

考えていましたが、もうやれるとこまでやるしかないと腹

 岩男君

をくくり、皆様方にはご迷惑をお掛けしながら、一年間、

熊本第 2 グループガバナー補佐、熊本りんどう RC

楽しんで頑張って行こうと思っています。今日は菊池ク

の住永栄一郎様、同じくガバナー補佐幹事の西山

ラブにお邪魔させて頂いて、地区大会やガバナー訪問

補佐幹事の西山晃史様、ご来訪大変有難うござい

等で何度がこちらにお邪魔させて頂いていて、とてもい

ます。今年一年間、御指導の程、よろしくお願い致

い所だと感じています。なので、もっともっと PR できんか

します。先日、交通安全協会主催の子供自転車県

なあ、と思います。私も JC 時代、今日 SAA をされてい

大会に隈府小学校が４位に入賞出来ましたので、

ます、不二男先輩が私の２級上で、様々な会合で菊

ご報告致します。

池に来るのはやがて２５年くらいになるかと思います。そ

本日のスマイル

本日までの累計

ういった中で、私の役割が第２グループ（菊池、阿蘇地

本年度分

14,000 円

26,000 円

域、大津、それから熊本の東側の益城）をさらに良くな

前年度分

18,000 円

33,000 円

るように結果を出す、これを応援する活動をしなければ
ならないと考えています。皆様にお配りしていますのが、
今年度 RI のバリー・ラシン会長のお言葉と髙山ガバナ

〇出席率報告【岩男圭記】
本年度

前年度

ーの本年度の事業計画（方針）のコピーです。ラシン会

総会員数

20 名

23 名

長の言葉はロータリーの友に載っていますけれど、私も

免除

2名

3名

この役職に就くまでは、会長の時こそ時々は目を通して

本日の出席者

15 名

16 名

おりましたが、それ以外ではなかなか読む機会もありま

欠席者

5名

7名

せんでした。さすが、全世界の会長らしく、ロータリーが

出席率

75％

72.72％

いかに素晴らしいのかということが書かれています。今

MU

0名

1名

84.21％

95.45％

前回修正率
MU：

日はガバナー補佐という立場でお会いするのは初めて
ですから、ラシン会長と髙山ガバナーの方針を読ませ
て頂こうかと思います。（中略） ガバナーの重点取組
み事項については、りんどうもそうなんですが、少ない

●ガバナー補佐アドレス【住永栄一郎様】
熊本第 2 グループ、熊本りんどう
RC より、今年度ガバナー補佐に
選出されました。一年間宜しくお
願い致します。ロータリー歴がちょ
うど１０年になります。第２グルー
プで我々も２１名なので、ほぼ菊
池クラブと同じ規模になります。
そのクラブで５年前に会長をさせて頂き、今年はガバナ
ー補佐と大先輩が多くいらっしゃる中で、経験の短い私
が役職についてもいいのか、と思うこともありますが、な
んせ人数が少なく、会長経験者でないと出来ない、７
グループの順番が回って来て、やれる人間が私しかい

人数では全部を取り組むのは難しいと思います。です
ので、会長を中心に出来るところを皆さんの出来る限り
でされればいいと思います。会長も「インスピレーション」
と何度も出ています。私も初めてお話を伺ったときから、
準備の段階から大分には何度も行きましたが、何度も
言われていました。「インスピレーション」というと直感や
閃きのことだと認識しておりました。「インスピレーション
になろう」ということは何かな、と考えましたが、小さな頃、
エジソンの伝記に、「1％の閃きと 99％の努力」という言
葉がございました。私達が小さい頃には、天才や能力
を持っている方でも努力をしないとダメなんだよ、という
意味の言葉だったと捉えておりました。しかし、大人に
なって様々な経験をし、お互い自分の事業である程度

成功された方が、ロータリーとして集まってきています。

池邉さんの方から熱心なお誘いを受けまして、正直、

ここで、地域を引っ張っていくためにはその 99％ではな

戸惑って入会をためらっていましたが、覚悟を決めまし

くて、1％の閃きにならなけれないけない、これがないと

た。普段はお宮の神様にご奉仕しておりますが、ロータ

100％の目標は達成できないという解釈をしています。

リーにおきましては少しでも地域社会の為に奉仕をして

ガバナー補佐がそれぞれの地区を成功に導くためにど

いきたいと思っております。まだまだ未熟でございます

うすればいいのかというところは、それぞれの地域で活

が、どうか皆様の御協力を頂きまして、無事にこのお務

躍されている方々がその“インスピレーション”になって

めもできますように頑張っていきたいと思っておりますの

頂いて、菊池を更なる発展に導いて頂けたらと、今、思

で、よろしくお願い致します。

っています。まだ、一年は始まったばかりです。私も益
城の出身で、２年前に大きい地震に会いまして、私自

●クラブ総会・協議会

身の家も全壊してしまいました。うちの家はオヤジが６

「今年度のクラブ方針について」

人兄弟で、そのうち４件が益城に住んでいるのですが、

〇例会回数は白石年度と同じく、月２回にする。

うち３件が全壊でした。何もない状況でも誰かが旗振り

〇他団体との奉仕活動、当クラブの行事は MU 扱いと

せなんいかん、地域を活性化させんといかん。今、よう

する

やく仮設住宅も２年経ちまして、少しずつ言い方は悪い

〇昼例会２回だけれど、夜例会も良かったと意見があ

かもしれませんが、家を建てられる余力のある方は、家

ったので、９月以降に５０周年に向けた取り組みを始め

を建てて仮設を出られています。しかし、そんな方は半

た方が良いと思うので、「（仮）５０周年を迎えるにあたっ

分ほどで、半分の方はまだ仮設を出て行かれません。

ての研鑽会」ということで、有志一同で月１もしくは２カ

特に高齢の方は今から住宅ローンが通るわけもなく、見

月に１回で夜に集まりたいと思います。その中で JC の

込める収入があるわけもなく、その中でお子様がいらっ

OB の方を呼んで、意見を求めたり、一緒に活動したりと

しゃったとしても県外で引越されたくないという方もいま

交流を求めて、新入会員に繋げる活動もしていきた

す。そんな中で私たちは「いかに元気づけるか」「楽しま

い。

せるか」を考えながら、頑張っていかなければいけない

〇炉辺会合を復活してほしい ⇒ クラブ奉仕委員会

のですが、菊池も同じだと思います。どこも人口が少し

で計画中

ずつ減っていってて、大変だけれども、誰かがやらなん

●点鐘

ことをやるのがロータリーの使命ではないかと思ってい

●挨拶

ますので、私も時間がある時はなるべくこちらにもお邪

●閉会

魔させて頂いて、皆様と共にいろんなことを考えながら、
菊池の地も発展していくことを常に願っております。皆
様と一緒に楽しくやっていきたいと思っていますので、
宜しくお願い致します。
●前田澄輝会員入会・贈呈式
挨拶
坂本宮司の跡を受けまして、ロ
ータリークラブに入らせて頂くこと
になりました。半年くらい前から、
岡本会長をはじめ、岩男さん、

