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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 2201 回

平成 30 年 7 月 5 日

●幹事報告【白石昌朋】

●点鐘

今年は幹事をすることになりまし

●国歌斉唱 君が代

た。昨年は会長として、皆様にご

●ロータリーソング 【奉仕の理想】

協力頂き、ありがとうございました。

●会長司会 【岡本雄治】

今年一年、岡本会長を支えてい

●会長挨拶 【岡本雄治】

きたいと思います。

2018‐19 年度「菊池ロータリ



2017-18 年度ガバナー

永田壮一様よりのお

ークラブ」の会長第 47 代会長

礼、ガバナー月信 7 月号と地区大会パンフレット、

を務めさせて頂くことになりまし

ポリオ関連映画「ブレス しあわせの呼吸」のチラ

た。RI テーマ「インスピレーショ

シが届きました。

ンになろう」、地区スローガン



「ロータリーは心の太陽・ロータ

米山奨学生・学友・地区委員卓話募集の案内が

リーを信奉し、奉仕に行動しよう」。私たちはこのスロー
ガンを胸に秘め、菊池ロータリークラブが進んでいく方

ロータリー米山奨学会への普通寄付の送金願い、
届きました。



住永ガバナー補佐より、第 1 回会長幹事会の案

向をしっかり見定めてロータリー活動を運営していく所

内、ガバナー訪問、IM のお知らせが届きました。

存です。まず、取り組んでいくことをわかりやすくお話しし

〇第 1 回会長幹事会

ます。●未来の菊池を担っていく青少年の育成に力を

日時：7 月 12 日（木）16 時～17 時

入れます。●我クラブの奉仕活動はもとより、他団体主

場所：阿蘇熊本空港エミナース

催の奉仕活動に積極的に参加し、他団体との共同活

〇ガバナー訪問

動に力を入れます。●会員の皆様との情報交換の場

日時：10 月 11 日（木）昼食時

を作ることに力を入れます。この三本を柱として、枝葉

〇IM

を付けていきたいと考えています。会員減少や積極性

日にち：平成 31 年 2 月 10 日（日）

の揺らぎ、社会の多様化等、いろんな問題点がありま



荒尾 RC より創立 40 周年記念式典・祝賀会の案

すが、一人ひとりが意識を改革し、活動に積極的に取り

内が届きました。

組み、良き伝統を踏まえて、現在から未来を見据えた

日時：9 月 8 日（土）16 時～20 時

ロータリー像に向かって、会員増強も含め『挑戦！』し

場所：ホテルヴェルデ

ていきましょう。

登録料：10,000 円、家族 8,000 円

登録：会長 岡本 ※菊池 RC40 周年時 0 名


締切：7 月 10 日（火）

本日は岡本年度初めての例会です。幹事として 1

日田 RC 創立 55 周年記念式典・祝賀会の案内

年間頑張りますので、よろしくお願いします。
 三牧君

が届きました。



日時：10 月 6 日（土）14 時 30 分～16 時 ／ 17

いよいよ岡本年度が始まりますね。幹事の白石さん

時 30 分～

共々、身体に気を付けて一年間、頑張って下さい。

場所：昭和学園高校 体育館 ／ マリエールオ

私も微力ながらお手伝いできる様、頑張ります。岡

ークパイン日田

本年度が盛り上がる様に皆で力を合わせて頑張り

宇佐八幡 RC 創立 30 周年記念式典・祝賀会の

ましょう。
 隈田君、岩男君、弥頭君

案内が届きました。



 白石君

日時：11 月 4 日（日）10 時～

・岡本年度の始まりです。会員一同一丸となって、

場所：宇佐神宮参集殿他

実り多い年度になる様、頑張りましょう。

締切：7 月 31 日（火）菊池 RC40 周年時 0 名

・出席 100％、スマイル表彰ありがとうございました。

「社会を明るくする運動」菊池集会の参加依頼と

今後も出席、スマイル共に頑張ります。

総会資料が届いています。

 久保君

日時：7 月 7 日（土）9 時 30 分～

①小松会友、本日はお世話になりました。

場所：菊池市文化会館（大ホール）

②岡本会長、今期頑張って下さい。理事の皆様、

参加依頼数：10 人 ⇒ 参加者 岡本、白石、工

宜しくお願い致します。

藤、山下、杉田、三牧

 森君

※集会には他団体も要請が来ています。私も青

いよいよ岡本年度の始まりです。酸いも甘いも噛み

少年育成推進委員会でも参加しますが、他団体

締めた岡本・白石コンビで頑張って下さい。新し理

で出席予定の方もロータリーの方でも名前をご記

事の皆様も宜しくお願い致します。

入頂きますよう、お願いします。

 工藤君
皆さんで楽しみましょう。
 小松君

●委員会報告
〇R 財団委員会【森繁】

白石前会長、1 年間ホントにお疲れ様＆ご苦労様

今年度、財団委員長と公共イメージ委員長を仰せつ

でした。又、岡本新会長、今年 1 年間「挑戦」のスロ

かりました。今日は財団で 100 万ドル食事ということで、

ーガンの下、頑張って下さい。しっかり下から担ぎた

回りますのでよろしくお願いします。

いと思います。

Smile Time

本日のスマイル

本日までの累計

本年度分

12,000 円

12,000 円

前年度分

15,000 円

15,000 円

今年度のスマイル委員です。大田黒さんと交互に読ま
せて頂きたいと思います。

〇スマイル表彰【小松真一】

 岡本君

表彰者は回数上位５名と金額 TOP10 から回数表彰者

岡本年度が始まりました。クラブスローガンは「挑

を除いた計１０名を表彰します。回数 TOP5 は前年度

戦！」を掲げています。今年一年、いろんな事に挑

会長白石さんの２１回、そして弥頭さん、岡本さん、私

戦していきましょう。

の２０回そして岩男さんの１８回となっております。金額

の方は先日退会された川上先生がトップでしたので、

います。これを飲んで、暑い夏を乗り越えて下さい！

後程届けに行きたいと思っております。続きまして工藤
先生、中村さん、山下さん、杉田さんの以上１０名にな
っています。

前列 隈田弘紀、２列左より 久保房儀、弥頭徳久、
岩男圭記、田尻栄、後列左より 白石昌朋、小松真一、
岡本雄治（敬称略）
前列左より 工藤晃正、中村義美、弥頭徳久、岩男圭
記、山下和貴

後列左より 白石昌朋、小松真一、

杉田不二男、岡本雄治 （＋川上一洋）（敬称略）

●報告【岡本雄治】
白石年度を持ちまして、社会奉仕委員長をされていま
した川上さんが退会されましたが、ツームシ山涵養林

〇出席率報告【岩男圭記】

が１０年間の市との契約が完了し、返還することになり

本年度

前年度

ましたが、その際、寄付を頂いた方を記した看板が残っ

総会員数

20 名

25 名

ていました。それで、６月２８日（木）に３月いっぱいで退

免除

2名

3名

会されました黒田さんと一緒に撤去されたと報告があり

本日の出席者

18 名

20 名

ました。撤去した看板はしばらくの間、黒田産業で預か

欠席者

2名

3（1）名

って頂いていますが、保存か処分かは判断してほしい

出席率

90％

90.9％

ということです。

MU

0名

0名

・寄付者の氏名等は残っているか？⇒記録が事務局

前回修正率

75％

76％

にあるか確認を。

MU：

・名簿や写真が残っていれば処分する

〇出席率 100％表彰【隈田弘紀】

・なければ写真を撮って処分

前年度、工藤会友と２人で出席委員会を務めました。

・菊池神社の前田禰宜に会ってきたところ、今日は豊

その間、実に８名の方が 100％出席でございました。残

間地区の懇親会の世話役があるので、難しいとのこと

念なのは中村会友が２６年間ずっと無欠席でしたが、

でしたが、「次回１９日の例会には出席します」とのこと

前年度が４回欠席のうち３回はメイクアップが出来てい

ですし、次回には入会届を出して頂けるそうです。

ますが、１回だけできずに何とかならないかとは思いま
して、事務局ともいろいろ調べましたが、どうしようもな

●クラブ総会・協議会

かったことが悔やまれてなりません。何か珍しいものを、

「今年度のクラブ方針について」

と思いましたが、我が家のもので済ませてしまいました

●点鐘

が、飲む点滴とも言われる栄養豊富な甘酒を入れて

●挨拶
●閉会

