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 先週はローターアクトとの合同例会・忘年会
お疲れ様でした。タイ国チェンライロータリー
クラブ会長の原田先生に卓話をして頂き、アカ
族識字率向上ボランティア｢夢の家｣に対する支
援の意義が少しはご理解頂けたでしょうか？原
田先生も大変喜んで居られました。つきまして
は、アカ族子供寮「夢の家」訪問を来年の５月
頃を予定しておりますので、｢輝く瞳に会いに
行こうツアー｣に大勢のご参加よろしく御願い
いたします。 
 12月16日に地区大会の企画委員会及び忘年会
が、ここ鮎の里にて開催されましたので、ご報
告いたします。 
 議題は、①来賓関係の出席状況、②各小委員
会の進捗状況報告、懇親会小委員会、来賓小委
員会、交通案内小委員会 ③各小委員会の委員
構成は各クラブの幹事と相談 
 と言う事で、資料は掲示板に貼っていますの
で必要な人は見ておいて下さい。忘年会では、
当日の料理の試食会を兼ねて、と言う事でし
た。なかなか豪華な料理だと思います。 
 人吉ロータリーのフェイスブックページを作
りましたと、ご報告しましたが、そもそもフェ
イスブックとは何なのかと言う事を、実際に観
て頂いて、少しだけご説明したいと思います。 
 Facebookはあまりに巨大なインターネット
サービスのため、一見したところでは何ができ
るのかわかりません。しかしfacebook日本語版
の登場と共に日本においてもその利用者は激増

しました。 
フェイスブックは友人同士のコミュニケーション
ツールだけではなく、ビジネスや就活でも使われ
ているソーシャルネットワークサービスです。 
そもそもフェイスブックとは何でしょう？ 
Facebookは「フェイスブック」と呼びます。
Facebookは、世界最大のソーシャルネットワーキ
ングサービス(以下、ＳＮＳ）です。ＳＮＳと
は、人と人とのつながりの上で、交流するといっ
た意味です。Facebookは、ＳＮＳの中でも、実名
で、現実の知り合いとインターネット上でつなが
り、交流をするサービスです。世界最大のユー
ザー数を誇り、2012年１月現在、８億人以上の
ユーザーがいるとされています。 
 他のＳＮＳとの違いは何でしょうか？日本に
は、いくつかのＳＮＳがあります。代表的なもの
では、mixiやGREEなどがあります。Facebookは、
それらのＳＮＳとどう違うのでしょうか？ 
 まず、Facebookは「実名」でなければならない
というところです。mixiはあだ名などでも登録で
きますし、GREEでは、完全にバーチャルな空間で
のつながりがベースとなっています。しかし、
Facebookでは自分の実際の名前でないと登録でき
ないようになっています。このため、Facebookは
現実の世界での人間関係を基にして、Facebookで
交流するように設計されています。 
 Facebookは何が話題なのでしょうか？いくつか
紹介します。 
世界最大のＳＮＳ 
前述の通り、Facebookには2012年1月現在、8億人
以上のユーザーがいます。世界中で使われてお
り、国によっては、交流するのにはFacebookが欠
かせないという地域も多くあります。 
創始者が若い 
創始者のマーク・ザッカーバーグは、1984年5月
14日生まれであり、Facebookを作った時は19歳で
した。2010年、経済誌フォーブス誌が発表した
「世界で最も若い10人の億万長者」の第1位に当
時25歳の最年少でランクインしています。推定総
資産額は約40億ドルです。Facebookは今や、世界
で大きな影響があります。 
政治にも影響 
世界中で何億人も使っているサービスだけあっ
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て、政治の世界にも大きな影響を与えていま
す。2010年から2011年にかけてチュニジアで起
こった民主化運動でおこった「ジャスミン革
命」などでも、Facebookでの呼びかけが大きな
影響を与えたとされています。アメリカのオバ
マ大統領も、Facebookで呼びかけを行ったり、
Facebook本社で演説をしたり、Facebookの幹部
のSheryl Sandberg女史の家で政治資金集めの
パーティーを行ったり、Facebookを活用し、政
治活動に役立てています。 
企業も活用 
Facebookのパワーを企業が見逃すわけはなく、
様々な企業がFacebookで宣伝活動や、ビジネス
をおこなっています。日本だと、無印良品、
ローソンなど、有名企業がページを持ち、自分
たちの顧客に対してメッセージを送るなどをし
ています。 
では、Facebookは何ができるのでしょうか？ 
基本的には、人との交流に役立つことが多くで
きる、というサイトです。 
・思ったことを共有する 
・撮った写真を共有して、友達に見せることが 
 できる 
・イベントの連絡を通知できる 
・個人間でメッセージを送ることができる 
などがあげられます。 
 というわけで、いかがだったでしょうか。
Facebookはいまも急成長を遂げており、今後も
世界中で使われるサービスになっていくと予想
されます。 
 会員の皆様も早速フェイスブックにログイン
してみてはいかがでしょうか。 
 今日は今年最後の例会です、次回皆様とお会
いするのは、１月10日の新年会です。３週間の
お別れですが、くれぐれも事故の無いよう、良
いお年をお迎えください。 
 

 
   幹事 井手富浩 
 

【第２回臨時理事会承認事項報告】  
①RIロン・バートン会長よりガバナー会、地区 
 ガバナーを通して各クラブへ台風30号による 
 フィリピン被災地区に対する義援金依頼の件     
 →承認(全会員￥1,000の寄付）  
②第6回理事会で承認された「川上哲治氏の講 
 演録」製本配布に関する予算支出元の件 
 →特別会計より支出  
③第６回理事会で承認され、12月13日例会時、 
 卓話招請した原田義之氏への「タイ アカ族 
  支援金50万円支出の件→支援金箱により寄 
 付を募り残額を特別会計より支出  
【連絡事項】     
①一般財団法人比国育英会 バギオ基金より、 
 2012年度事業報告書及び基金への寄付の御願 
 いが届いております。    
②RI2720地区ローターアクト地区代表及びロー 
 タリー家族清掃活動実行委員会より過日 
 (12/1）ロータリー家族清掃活動参加への御 

 礼が届いております。    
③地区より、2014－15年度 Ｒ財団部門地区補 
 助金管理セミナー開催の案内が届いておりま 
 す。2014～2015年度に向けての受給資格とな 
 りますので必ず出席御願い致します。  
 義務出席者：次年度会長、次年度Ｒ財団委員 
       長、会長ノミニー      
  日 時；H26 1/25(土)13:00～16:00 
  場 所；アスパル 富合ホール   
④地区より第３回クラブ研修リーダー育成セミ 
 ナー開催の案内 
  日 時；H26 2/8(土)13:00～20:30  
             2/9(日) 9:00～12:00 
  場 所：熊本空港ホテル エミナース  
  出席対象者；各クラブ研修リーダー 
        他 クラブ情報委員会等  
⑤地区より来年度地区指導者育成セミナー開催 
 の案内が届いております。   
  日 時；H26 2/9(日)13:00～16:30  
  場 所；熊本空港ホテル エミナース  
  出席対象者；クラブ会長及び現在または 
        将来のクラブリーダー  
⑥映画「じんじん」人吉市上映実行委員会より 
 チケット（1,000円）が届いております。 
 ＳＡＡ委員会にて販売致しますので、多くの 
 方の御購入御願い致します。   
【配布物】       
①ガバナー事務局より地区大会パンフレット及 
 び案内状が届いております。   
②H25 10/12(土）、10/13（日）に開催されま 
 したRI2720地区ローターアクトクラブ年次大 
 会の記念誌が届いております。  
【回覧物】       
①公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
「ハイライトよねやま165号」が届いておりま 
 す。      
    
【次々年度より】  
          会長ノミニー 延岡研一 
 年次総会では会長ノミニーのご承認を頂きあ
りがとうございました。2015-16年度の幹事を
水野虎彦会員にお願いしましたので一言挨拶を
頂きます。 
      
       2015-2016年度幹事 水野虎彦   
 皆様こんにちは。ロータリー
歴は13年６か月、職業分類は圧
縮ガス業です。35歳で入会し、
途中３年のブランクがあって、
こうして次々年度幹事にご指名
頂き、最初は延岡ノミニーの御
戯れかと思ったのですが、「そういう年齢に
なったのかなぁ」と観念し、謹んでお受けする
ことに致しました。 
 お受けした上で申し上げるのもいかがかと存
じますが、今、不安で胸が一杯でございます。
幹事経験者の諸先輩が多数いらっしゃいますの
で、ご指導を仰ぎながら精一杯務めさせて頂き
ます。また、延岡ノミニーには、不束者です



が、どうか宜しくお願い致します。未熟者です
ので、何かと不手際等でお叱りも受けるかもし
れませんが、どうかご指導ご鞭撻お願い申し上
げ、次々年度幹事としてのご挨拶と致します。 
  

  
   委員 山口令二    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【親睦委員会】     委員長  村山能史 

  
【雑誌委員会】 
    ロータリーの友１２月号の紹介  
           紹介者 雑誌委員 堤 脩 

 
 今月の表紙は「別府湾の朝日」
と「岡山後楽園の雪景色」です。
「別府湾の朝日」は大阪平野ＲＣ
のロータリアンが別府温泉ホテル
の窓から撮った写真で、「後楽園

の雪」は日本一降雨量の少ない岡山での珍しい
積雪の写真で岡山大学病院長の撮影だそうで
す。 
 先ず、左開きの横書きのページでP３のＲＩ
会長のメッセージではポール・ハリス夫妻の住
んでいた家を2005年にP&J.ハリス・ホーム財団
が買い取っていますが、これを今後保存維持す
る費用に対する寄附依頼の事が載っています。 
 今月（12月）は家族月間となっていますので
P７～14には親子、兄弟、夫婦、近い親類の中
で３人以上ロータリアンのいる家族の紹介、先
の日曜日ローターアクト主催で人吉クラブも
行った様なロータリーファミリー・クリーン
アップ大作戦などの家族の活動の記事が幾つか
紹介されています。 
 P19～22では10月19～20日にソウルで行われ
た第12回日韓親善会議のもようが載っていま
す。現在の日韓の国家間のぎくしゃくとした関
係からは考えられないくらいに良い雰囲気だっ
たようです。この親善会議は第４回会議が1987
年３月に宮崎のサンホテルフェニックスで開か
れ、当時幹事をしていた私は登録料２万円を
払って人吉ＲＣから只一人参加したのでよく憶
えています。 
 P29には来年１月26日に台湾で開かれる第４
回日台親善会議の案内の記事が載っています。 
 縦書きの部のP４～８に2710地区６～７分区
のＩＭで講演された川井郁子さんの話が載って
います。川井さんは美人のヴァイオリニストと
いうばかりでなく、世界の貧しい子供達へのボ
ランティア活動に力を入れておられる方で、自
分から国連難民高等弁務官事務所を尋ねられ積
極的に活動されているようです。緒方貞子さん
とも接触されているようです。 
 P10～ 12では「わがまち  そしてロータ
リー」では宮城県名取市が紹介されています。
ＮＨＫテレビのヘリコプター中継で広い田畑や
道路、民家、避難する自動車などが次々に津波
に呑み込まれていく様子が国内はもとより全世
界に放送されたあの有名な所だそうです。名取

12/13 出席率 

会   員   数   65名    80.33% 

出 席 免 除  3名 11/29例会取止め 

欠 席 者 数  17名 

出 席 者 数  45名 

＊届け出欠席 赤池・青木・渕田・原田・本田・岩本・川越 

       小林清・丸尾・永尾・中村・尾方・大久保 

       高山・田中・外山・上田       

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

Paul Harris Fellow 
   認証ピンの授与 

  外山博之会員 

  米山功労者感謝楯の贈呈          

  中川貴夫会員  宮原和広会員 

本日の出席率 

会   員   数   65名    83.87% 

出 席 免 除  3名 1 2 / 6 出席率 80.33％ 

欠 席 者 数  10名 補  填  数 12名 

出 席 者 数  52名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 立山・有馬・高山・小林清・小林祐・馬場 

       山賀・岩井・浅野・大賀       

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 会員選考委員会家庭集会；岡・塚本 

 人吉RAC例会①；安達・中島・立山  地区研修委員会；中川 

 地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ；渡辺・中島・立山 

 人吉RAC例会②；渡辺・武末・安達 

ゴルフ愛好会１１月月例杯成績  11/24球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 尾方芳樹 44 48 92 23 69 

準優勝 丸尾 孜 51 53 104 34 70 

３位 大久保勝人 52 48 100 26 74 

４位 浦田繁喜 46 48 94 18.4 75.6 

５位 伊久美寛志 50 62 112 36 76 

  BB賞    和田栄司    敢闘賞 有村隆徳 

ドラコン  

 日向⑧ 肥後① 

６９歳以下 岩井和彦 石蔵尚之 

７０歳以上 浦田繁喜 板井英朗 

ニアピン   
   日向③ 伊久美寛志 日向⑦ 堤正博 

   肥後⑧ 板井英朗    肥後⑤水野虎彦  

べスグロ  
６９歳以下    岩井和彦  

７０歳以上    尾方芳樹  



・水野会員 次々年度幹事、お受け致します。 
 ありがとうございます。        
・齊藤会員 出張の為早退します。よいお年を 
 お迎え下さい。            
・岡会員 良い事や悪い事、何かないか、色々 
 考えましたが何もありませんでした。伊久美 
 さんい無理にすすめられましたのでニコニコ 
 致します。              
・延岡会員 水野君、未熟者.ふつつか者同士、 
 頑張っていきましょう。        
・山田会員 延岡会員、次々年度会長推挙おめ 
 でとうございます。親子での会長です。頑 
 張って下さい。            
・葉山会員 トラちゃん、次々年度幹事お目出 
 とうございます。           
・武末会員 水野虎彦君の次々年度幹事就任お 
 めでとうございます。         
・大久保会員 研修旅行等のため数回欠席致し 
 ました。〇延岡会長、水野幹事、ノミニー就 
 任おめでとうございます。〇下田さん入会お 
 めでとうございます。ロータリーを楽しんで 
 下さい。〇早退します。        
・伊久美会員 延岡・水野のペア誕生を祝福い 
 たします。次々年度の期待します。   
・渡辺会長 下田会員入会おめでとうございま 
 す。アカ族「夢の家」へ無事に寄附が出来ま 
 した。ありがとうございました。水野会員幹 
 事ノミニーおめでとうございます。   
・青木会員 下田会員入会おめでとうございま 
 す。同世代の会員増資、お互いに協力し合い 
 ながらＲ活動を盛り上げていきましょう。 
                    
・塚本会員 下田会員入会おめでとうございま 
 す。また、会員の皆様には心良くご承認頂き 
 ありがとうございました。今後ともお声かけ 
 等宜しくお願いします。        
・山口会員 下田新入会員の入会おめでとうご 
 ざいます。              
【Ｒ財団委員会】 
・井手幹事 水野会員幹事ノミニーおめでとう 
 ございます。             
・水野会員 次々年度幹事、お受け致します。 
 ありがとうございます。        
【米山記念奨学委員会】 
・宮原会員 ①延岡会長ノミニーおめでとうご 
 ざいます。そして幹事の水野さんいいコンビ 
 で頑張って下さい。②米山功労者楯を頂き、 
 ありがとうございました。       
・中川会員 次々年度、延岡会長・水野幹事、 
 宜しくお願い致します。頑張りましょう!! 
                    
・片岡会員 延岡、水野会員の次々年度のご活 
 躍を祈念します。           
・井手幹事 水野会員幹事ノミニーおめでとう 
 ございます。             
・水野会員 次々年度幹事、お受け致します。 
 ありがとうございます。        
 
      点 鐘  渡辺洋文会長 

市閖上というところで門構えに水を書いて「ゆ
り」と読むそうです。 
 P13～19の「友愛の広場」では10人の投稿エッ
セーが載っています。30才でロータリーへ入会
し現在66才の方は「近年のＲＩの活動方針は昔
とかなり変わって来た」と疑問を持つように
なった話、友愛の広場への投稿の話、零戦の設
計者「堀越二郎」の話、ロータリー創立の年
「1905年」についての話などなかなか面白い
ページです。 
 P20～21の「卓話の泉」は、各ロータリークラ
ブの会報（週報）の中の卓話から選んで掲載さ
れていますが、今月は３クラブの卓話が載って
います。「調停制度とは」の卓話は先ほど叙勲
を受けられた片岡ＰＰの活動の一部を一寸理解
できるのではと思いました。循環器科医師の
「心臓の話」、「海賊と呼ばれた男」で有名に
なった会社出光興産の四国営業所長の「油とエ
ネルギー」と言う卓話が取り上げられていま
す。 
 P24～35にはロータリーアットワークでは写真
編で17件、文章編で16件の各ロータリークラブ
の活動状況が報告されています。これらの中に
は地区補助金を使用した活動が幾つか報告され
ていますので今後我がクラブの活動の参考にな
ると思います。ぜひ隅々まで読んで今後のロー
タリー活動の参考にして下さい。 
 
【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 
 １２月１３日例会（忘年会） 
・立山会員 下田さん入会おめでとうございま 
 す。立派な活動をされている下田さんが入会 
 を機に益々輝かれることを願います。  
・大賀会員 下田さんご入会おめでとうござい 
 ます。人吉温泉協会専務理事と同様、ロータ 
 リークラブでのご活躍を期待していまーす！ 
                    
・石蔵会員 下田文仁さん、ご入会おめでとう 
 ございます。             
・和田会員 下田さん入会おめでとうございま 
 す。先日オリエンテーションが終わり、今日 
 は入会と急ぎましたが宜しくお願い致しま 
 す。原田会長、ようこそいらっしゃいまし 
 た。良い話をありがとうございます。  
【米山記念奨学委員会】 
・浅野会員 下田さんの入会を歓迎して。 
・伊久美会員 原田義之先生の卓話ありがとう 
 ございました。渡辺会長のご尽力で今日の日 
 が実現いたしました。         
・宮原会員 下田さん、入会おめでとうござい 
 ます。                
 
本日例会 
・井手幹事 外山会員のポール･ハリス･フェ 
 ロー受賞、中川パスト会長.宮原パスト会長の 
 米山功労者表彰おめでとうございます。先週 
 になりますが、下田文仁会員、ご入会おめで 
 とうございます。また、原田先生卓話ありが 
 とうございました。          


