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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 2205 回

平成 30 年 9 月 6 日

●点鐘

機管理の大切さを勉強してきました。
公共イメージでは、活動のアピールが大切と感じた事

●国歌斉唱 君が代

例があります。ある方を勧誘に行った際、ライオンズと

●ロータリーソング 【四つのテスト】

比較され、ロータリーは活動実態が見えないと言われ

●会長司会 【岡本雄治】

ました。地域社会に貢献する行事を何度となく行ってき

●会長挨拶 【岡本雄治】

ておりますが、なかなか市民に周知されていないなぁと

本日午前３時に北海道で、震度６強の地震が発生しま

切に感じた次第です。国際ロータリーでも公共イメージ

した。大阪地震、西日本豪雨、台風２１号、今度はまた

を積極的に推進するのが、よくわかった事例でした。青

北海道地震と立て続けて発生しております。どこで大

少年奉仕部門では、青少年交換学生募集案内があり、

災害が発生するかわからないような時代になっていま

現在交換学生のフランス人の紹介がありました。日本

す。私は東京海上の代理店をしていますけれど、損害

語・英語・フランス語で挨拶されました。なかなかテレビ

保険会社の損害課は今までの災害でもてんてこ舞いだ

に出てきそうなイケメンでした。また危機管理は、我クラ

ったのですが、また北海道地震と大変な状況になって

ブではロータリー小学生駅伝大会やサッカー大会での

います。８月２６日の川と海つくりデーに１０名の参加を

事故の際の対応についても、事前の打ち合わせが大

頂き、ありがとうございました。小松さんにはご夫婦で参

切だなぁと感じたところです。

加参加され、女性２人も参加して頂き、大変嬉しく思い

暑さも幾分かは和らいできましたが、季節の変わり目

ます。９月２日には公共イメージ・青少年セミナーがあり、

ですので、健康には十分ご留意されて下さい。今日欠

森さん、小松さん、岡本の３人でセミナーを受講してき

席の三牧さんは病気でダウンして寝込んいるそうです。

ました。内容については、各ロータリーで行っている行

皆さんもどうぞお身体ご自愛下さい。

事を報道機関に取材に来てもらうための申請の仕方や
地域社会に対するロータリークラブの公共イメージ向上

●幹事報告【白石昌朋】

に貢献することなどの説明がありました。青少年奉仕で



ガバナー月信 9 月号と 9 月「基本的教育と識字

は行事を行う際の危機管理の大切さの説明がありまし

率向上月間」のリソースの案内が届きました。また、

た。食べ物を提供するような行事が含まれると、食物

9 月のロータリーレートは 1 ドル＝112 円です。

アレルギーを持つ子供が発作を起こした事故があり、そ



の対応が上手くいかず、ロータリーの行事自体が評価さ
れなかった案件などの事例報告などを例に挙げて、危

2017‐18 年度地区資金の監査終了と決算報告
が届きました。



米山記念奨学生卓話訪問のお知らせと地区米山

だよりが届きました。

●委員会報告

10 月 4 日（木）熊本江南 RC 張ショウ様

〇お知らせ【小松真一】

2018-19 年度地区大会登録に関するお願いが

先日からご案内しています、明後日 9 月 8 日（土）18

届いています。昨日、出欠を FAX していますので、

時～、ロアッソ熊本と大分トリニータの試合があります。

金曜日までに事務局まで返信お願いします。

菊池市ファンデーということで、菊池市が初めて冠にな



ロータリー文庫の決算報告が届きました。

ってするゲームになります。今朝の天気予報まで曇りの



菊池観光協会より、秋の「城山の日」の案内が届

ち雨ということだったのですが、雨のち曇りということで、

いています。

天気も回復するんじゃないかと思います。菊池市在住

日時：9 月 30 日（日）8 時～10 時 ※少雨決行

もしくは菊池市で働いている方は通常 3,300 円のところ

場所：菊池公園一帯

の席を、ゲートの入口の所に菊池市のテントブースがあ

作業内容：公園内のゴミや落ち葉拾い等

りますので、証明書を見せると５００円で入れます。その

準備物：作業に適した服装 ※ケガや虫刺され防

日がスポンサーの平田機工さんのサンクスマッチという

止のため、長袖、長ズボン、軍手、タオル、ひばさ

こともあって、大入りの 15,000 人とクラブも思っている

み

ようです。全 22 チーム中、現在 21 位ということで、降

参加締切：9 月 13 日（木）

格圏ではありますけれど、菊池の方からも白龍だったり、

岡本会長宛に、社会を明るくする運動全体会の

物産、観光 PR 等もされるということで、菊池というもの

案内とアンケートが届きました。

を発信できればということで、もしよろしかったらご家族、

日時：9 月 14 日（金）14 時～15 時

ご友人、近所の方達お誘いの上、ご来場宜しくお願い

場所：菊池市役所 3 階 305 大会議室

致します。









岡本会長宛に、菊池国際交流協会理事会の案
内が届きました。

〇P 財団委員会【森繁】

日時：9 月 19 日（水）15 時～

今日は 100 万ドルです。回りますので、よろしくお願いし

場所：菊池市役所２階 201 会議室

ます。

フジマキネクタイより、ロータリー用品の特別キャン
ペーンの案内が届きました。

〇地区大会について

〇提案と報告【岡本雄治】
・中村会友から一度、退会届が出ていますけれど、今、

地区大会 1 日目は会長幹事が中心なので、一般

保留にされています。先日の理事会の中で、名誉会員

会員は 2 日目、12 時からの本会議に出席。本会

の話が出まして、要件としては“在籍 25 年以上で会長

議に参加後は熊本に変える方、大分の夜を堪能

経験者”“クラブに多大な貢献をした人”とあるのですが、

する方で出欠を取り直します。宿泊希望の方が多

中村さんを名誉会員にしてはどうか？と提案し、理事

ければ施設の手配もしますし、少なければその方

会では承認いただきました。今現在、菊池 RC には名誉

の希望を聞かせて頂きます。クラブとしては参加

会員はいらっしゃらないので、中村さんおひとりにはなる

人数によって動向を決めたいと思います。地区大

んですけれど、この会で諮って、多数であれば名誉会

会なので、出来るだけ多くの出席をお願いします。

員として取り扱って頂きたいと思います。 ⇒ 承認

ただ、例年、大分大会になると登録されても、来ら

・今週末は荒尾 RC の周年行事があり、私がクラブを代

れないことも多いので、ぜひとも一緒に行きましょ

表して出席します。また、内容は次の機会にお話しした

う！

いと思います。
・JC（菊池青年会議所）が今月 9 月 23 日（日）に国際

交流フェスティバルというイベントを泗水の孔子公園で

SmileTime

行います。各高校からいろんな出し物やステージをして
もらったり、外国人と結婚した私の従姉妹がアルゼンチ
ンタンゴを披露するんですけど、RC でも何か出し物をし
てくれないかと、依頼があったんですが、今年、菊池
RC でマイラス氏の馬頭琴演奏を青少年育成の一環と
して、中学校に演奏して回るというのを地区補助金で
出して、申請が通りました。そこで、中学校に打診して
おりましたが、なかなかしてくれというところがありません
でしたので、この国際交流フェスティバルに菊池 RC とし
て、マイラス氏の馬頭琴演奏をしてもらうことにしました。
時間は 11 時 15 分から 30 分程度、午前最後のステ
ージとして演奏してもらうことになっています。ちょうどそ
の日が私が別のイベントに行かなければならず、その時
間に行けませんので、山下さんをはじめ、理事の皆さん
にロータリーののぼりとお世話係をお願いしておりますの
で、ご家族連れで、お出で頂き、演奏を聞いて頂けれ
ば大変嬉しく思います。その後、菊池市内の全中学校
を回って、馬頭琴演奏の再打診をして、南中が 10 月 2
日（火）、文化会館で合唱コンクールをされるんですが、
その審査発表前、15 時～15 時 30 分くらい、七城中が
11 月 27 日（火）中間テストが終わった後くらいに全校
生徒を集めて、マイラス氏の馬頭琴演奏をしてもらうと
いうところまで決まっています。そういった形で、9 月は
城山の日をはじめ、国際交流フェスティバル、それから
後程 SAA から案内があると思いますが、観月会と例会
以外でもいろんなイベントが目白押しですので、例会の
つもりでいろんなイベントに参加して頂ければと思います
ので、よろしくお願い致します。

 岡本君
川と海つくりデーに参加の皆様、ありがとうございま
す。七城の鴨川公園にも珍しく行きました。素晴らし
い公園ですね。8 月 30 日で 55 歳になりました。先
輩方の年齢に追いつくよう頑張ります。追いつけま
せんね～！
 弥頭君
先日の理事会にご出席の皆様、お疲れ様でした。
本日は増強に関する卓話です。角田増強委員長
が欠席の為、私が代理で進行させて頂きます。
 岩男君
先日の川と海の清掃作業、出席の皆様、大変お疲
れ様でした。一昨日の菊池神社奉賛会、理事会出
席の皆様、お疲れ様でした。秋祭り準備の打ち合わ
せでした。市民の皆様のご参加、よろしくお願い致し
ます。
 白石君
先日の理事会にご参加の皆様、お疲れ様でした。
本日の卓話はこれからのクラブの為になることです
ので、よろしくお願い致します。
 小松君
今年は大阪地震、西日本豪雨、先日の台風 21 号
に続き、本日早朝の北海道地震と改めて、地震災
害列島・日本を痛感致します。熊本地震から早や 2
年 4 カ月あまり。皆さん、これからも常に“もしも”に
備えましょう。いよいよ 9 月 8 日（土）はロアッソ熊
本・菊池タウンデーです。ご友人、ご家族、ご親戚

〇SAA 委員会【杉田不二男】
岡本会長からもお話しがありました通り、親睦会として
観月会を致します。日時は 9 月 28 日（金）18 時 30
分～、場所は寿会館です。無論、この中には前田さん、
栗谷さんの歓迎会も含まれていますので、ぜひ皆様方
の多数のご参加をお願い申し上げます。

などお誘い合わせの上、ご来場お待ちしています。
 工藤君
七城の川の掃除の際、会長には大変お世話になり
ました。スムーズに帰ることが出来ました。
 前田君
北海道地震の一日でも早い復旧をお祈りいたしま
す。

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

―

57,000 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

16 名

19 名

欠席者

3名

4（1）名

出席率

84.21％

86.36％

MU

2名

0名

前回修正率

80％

86.36％

MU：杉田君（理事会）、奥村君（川と海つくりデー）
〇ネームプレート・ロータリー
ジャンパー贈呈
●会員卓話
「会員増強について」
卓話者：弥頭徳久会員
●点鐘
●挨拶
●閉会

