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       会長 鳥井正徳 
 
 待ちに待った桜の開花が一挙にやってきまし

たが、朝夕の冷え込みはまだまだ厳しい日が続

きます。いかがでしょうか。 

 本日は、２１～２２日に大分で開催されまし

た国際ロータリー第2720地区2014～2015年度地

区大会の様子を報告したいと思います。詳しい

内容は本田会員と平田会員にお願いしておりま

すので私の方からは概略と感想を申し上げま

す。 

 地区大会には、本クラブから３２名が出席い

ただきました。出席者が３０名を越すクラブは

大分のホストクラブを除きますと我が人吉クラ

ブだけでした。お忙しい中に有りがたく感謝申

し上げます。 

 まず初日の３月２１日の午前中は、会長・幹

事・ガバナー補佐会議が開かれ、地区委員会報

告、前年度決算報告、大会決議案等の説明があ

り、了承されました。 

 午後は第１回本会議が開かれ、開会式行

事、参加クラブの紹介（７４クラブ）、ＲＩ

会長代理の現況報告・活動報告等がありまし

た。ＲＩ会長代理は、台湾の方ですが、全て

日本語で話され、人柄も温厚で、本会議全体

を暖かく和やかな雰囲気にして、とても良い

全体会だったと思います。 

 ２日目の２２日は第２回本会議が開かれ、

大会各委員会の報告の後、各種表彰があり、

我が人吉クラブも表彰を受けました。 

 まず壇上でのガバナー表彰は 

・人吉ＲＣの米山達成クラブ２千万円の表彰

でした。５８年に及ぶ会員のご協力に感謝申

し上げます。 

・永年在籍者特別表彰（45年以上）で伊久美

パスト会長が受賞されました。 

 また壇上での贈呈は省略、ガバナー表彰状

と感謝状が届いています。 

・出席高齢者会員表彰（81才以上）で浦田繁

喜Ｐ会長 

・地区役割表彰として中川貴夫Ｐ会長、中島

博之Ｐ会長、延岡研一会長エレクトに表彰状

が届いています。後ほどお渡ししたいと思い

ます。 

 我が人吉クラブの歴史と伝統そして会員の

ご活躍は、どこにも負けないクラブであると

実感いたしました。 

 表彰の後は、小説家上杉三十里氏の「重光

葵の昭和史」の講演がありました。内容は省

略いたしますが、会員に感銘を与えたすばら

しい内容だったと思います。 

 尚、２１日夜は恒例の人吉ナイトの懇親会

があり、報告するまでもない楽しい親睦会で

した。 

 以上概略を申し上げましたが、出席します

と、ロータリー活動を高い立場から見ること

ができますし、会員としての自分のありよう

   国 歌「君が代」 
             
   Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 



を見つめる機会にもなると思います。来年は熊本

大会です。特に会員歴の短い方々の積極的な参加

を期待いたします。 

 明後日は、会員エレクト研修セミナー（PETS）

が大分で開催され、延岡エレクトが出席されま

す。PETSでは、次期会長・幹事に対して、自覚、

役割そしてクラブ運営のノウハウ等の研修が行わ

れます。１年前を思い出しながらもうこんな時期

に来たのかと思います。残り３ヶ月となりました

が最後の仕上げの時期となります。よろしくお願

い申し上げ会長の時間を終わります。 

 

 

   幹事 有馬宏昭 

 

【理事会の承認事項】 無し 

【連絡事項】 

①国際ロータリー2720地区小山康直ガバナーから 

 ガバナーノミニー・デジグネート（2017～2018 

 年度）決定の報告が届きました。 

  熊本城東ロータリークラブ 永田壮一氏 

 2015年3月20日大分市「大分オアシスタワーホテ 

 ル」ガバナー指名委員会５名の満場一致で決 

 まったものです。→鳥井会長へ 

②国際ロータリー2720地区小山康直ガバナーから 

 地区大会参加者全員の方にＲＩ会長代理の評価 

 アンケートが届いています。 

③大分１９８５ＲＣから「クラブ創立３０周年記 

 念式典」参加の礼状が届いています。     

 →中川貴夫パスト会長へ 

④国際ロータリー2720地区ガバナー事務局から 

 ４月のロータリーレートは１ドル＝１１８円と 

 連絡がありました。 

【回覧物】 

 玉名中央ＲＣから週報が届いています。 

【例会変更及び取り止め】 

 届いておりません。 

 

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

    国際ロータリー第2720地区 

    2015-2016年度 地区委員委嘱状伝達式 

     ＲＬＩ(ﾛー ﾀﾘー ﾘー ﾀ゙ ｼーｯﾌ゚ )委員会委員長 

       中川貴夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

  国際ロータリー第2720地区2014-2015年度 

     ガバナー表彰・記念品贈呈 

   出席高齢会員（82歳） 伊久美寛志会員 

 

 

 

 

 

 

 

   出席高齢会員（81歳） 浦田繁喜会員 

 

 

 

 

 

 

 

   2013-2014年度国際ロータリー第2720地区 

     ガバナー感謝状・記念品贈呈 

  ポリオプラス委員会委員長 中島博之会員 

 

 

 

 

 

 

 

   会員増強・拡大部門長 中川貴夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

     地区副幹事 延岡研一会員 

 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席 葉山・青木・中村・竹長・齊藤・下田・堀川・宮原 

       山田・尾上・浅野・小林清・上田・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 地区チーム研修セミナー；中川   人吉ＲＡＣ；安達 

 地区大会；有馬・有村・浅野・葉山・平田・本田・井手・伊久美 

      板井 

本日の出席率 

会   員   数   63名   75.86% 

出 席 免 除  5名 3 / 1 3 出 席 率  81.03% 

欠 席 者 数 14名 補 填 数     11名 

出 席 者 数  44名 修 正 出 席 率   100% 



 

 

【職業奉仕委員会】   副委員長 北昌二郎 

 皆様へ優良職員表彰の推薦状をお渡ししており

ますが、締切が今月３１日までとなっておりま

す。早めのご提出をお願いいたします。 

 

【親睦委員会】   ゴルフ担当委員 北昌二郎 

 ３月１９日(木)の雨で延期となりましたゴルフ

例会は、明後日２９日(日)となっています。 

 皆様の参加をお待ちしております。 

 

【案 内】         大久保勝彦会員 

 本日は以前に人吉ロータリークラブで講演いた

だきました紀里谷和明氏の特別講演会のご案内で

す。 

 今回、「僕は世界を変えられない。それでも

『風潮』は世界を変えてくれる」と題し、４月３

日(金)午後６時開場７時開演、人吉カルチャーパ

レス大ホールにて行なわれます。入場無料です。 

 オープニングとして、全国１位となった人吉ね

ぶか太鼓、人吉市出身ＷＢＣ女子世界ミニフライ

級王者の黒木優子さんの語り、あさぎり町出身の

演歌歌手松山順さんの歌がございます。 

 紀里谷氏は私の会長年度に人吉ＲＣ主催で講演

をして頂きました。1968年生まれ46歳。あさぎり

町出身でございます。現在、映画監督、写真家、

俳優、デザイナーと多岐に渡り活躍中です。代表

作は｢CASSHERN」「GOEMON」、また、今秋に新作

「LAST KNIGHT」が公開予定となっています。クラ

イヴ・オーウェン、モーガン・フリーマンなど有名な

俳優が出演だそうです。  

 今回、紀里谷氏の様々な活動などの話、「市民

との未来会議」と題した若い方々との語り合いを

テーマにした講演だそうです。皆様方のご協力を

お願い申し上げます。 

 

 

【報 告】          本田 節会員 

                 

第2720地区スローガン 

≪ロータリーを学び直し新たな第一歩を踏みだそう≫ 

     2014-2015年度�地区大会 

     2015年3月21日(土)・22日(日) 

 

第１日目 本会議 参加者会員の皆さん 

 

参加登録会員２６名   

家族（夫人）８名 

 

毎回参加者多数で、

どこのクラブよりも

活力ある人吉ロータ

リークラブ 

小山康直ガバナーの大分高等学校の書道部の皆さ

んによるオープニングアトラクション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＲＩ会長メッセージ 

「ロータリーに輝きを」は今年度のテーマです

が、この言葉にはテーマ以上の意味があります。

それはつまり、私達がロータリーでどう生き、ど

う活動するか、また、クラブ、地区、国のレベル

で私達が毎日どのように好ましい変化をもたらか

問うものであります。孔子はかつて、「ただ座っ

て暗闇を呪うよりも、ろうそくをともした方がい

い」と述べました。これは私がとても大切にして

いる言葉です。地元や海外の地域社会で日々プロ

ジェクトを行うロータリアンはまさに、この考え

方を実践している、つまり、行動を通じて「ろう

そくに火を灯している」と言えるでしょう。 

○李翼文ＲＩ会長代理挨拶 

 1931年台湾ロータリー発足時代の指導者である

米山梅吉先生のお姿を思い出します。また、永い

間台湾留学生が大変お世話になった米山奨学会に

も、心より深くお礼申し上げます。私は台湾に於

ける米山同窓会にも、この「恩返し」という言葉

は非常に大切だと皆様に話しております。従いま

して社会福祉に対し、世界平和の為にも、出来る

だけの力を出すべきと思います。例えば、台湾で

起きた水害や、東日本の大震災などでも、お互い

の手を差し延べることこそ、ロータリー精神の実

践であると思います。 

 

○活動報告の様子 

 

 ・委員会報告 

 ・インターアクト 

 ・ローターアクト 

 ・米山奨学生 

 ・財団学友会 

 

 

 



 

第２回本会議スタート前

の人吉ロータリークラブ

の美女軍団 

 

 

 

○各種表彰の風景（人吉ＲＣ） 

 

 

米山達成クラブ２千万円 

鳥井会長登壇 

 

 

 

 

小山ガバナーより、「凄い事ですね。」と耳打ち

されたそうです。私達ロータリアンも誇らしげで

した。 

 

 

 

永年在籍者特別表彰者 

(在籍45年以上） 

伊久美寛志ﾊﾟｽﾄ会長登壇 

 

 

 

○記念講演 

「歴史を小説にする－重光葵の昭和史－」 

小説家 植松三十里氏の講演 

主な著書 

「調印の階段」大分県出身 重光葵の人生を描いた 

「リタとマッサン」ニッカウヰスキー創始者マッ

サンこと竹鶴政孝の人生 

 

○参加しての所感 

 まさに今年度の『ロータリーを

学び直しましょう。きっと ロー

タリーの素晴らしさが認識できま

す。そして、ロータリアンとし

て、活動すべき処を思い出せま

す。そうすれば自然に新たな第一

歩が踏み出せるでしょう。』のよ

うに、私も新たな第一歩を踏みだそうと思いまし

た。 

 会場までの車中や人吉ナイトを通じて、より親

しく、会員や会員の奥様と楽しく親睦を計れたこ

とも大変有意義でした。 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・多良木ＲＣ 東敏寛会員 今日はメークアップ 

 に来ました。宜しくお願いします。    

・伊久美会員 出席高齢者、在籍45年の表彰を受 

 けました。これも人吉ＲＣの会員一人ひとりの 

 方々のお陰の賜りと感謝申し上げます。  

・鳥井会長 ○このたびガバナー表彰及び感謝状 

 をお受けになりました5名の会員の皆様、誠にお 

 めでとうございます。今後とも宜しくお願いし 

 ます。○中川パスト会長2015～2016年度ロータ 

 リーリーダーシップ研究会委員長就任おめでと 

 うございます。がんばってください。   

・春木会員 東先生、ご来訪ありがとうございま 

 す。                  

・浦田会員 地区大会で表彰を頂きましたので。 

                     

・武末会員 この１ヵ月で心臓と右足動脈硬化症 

 でカルーテル手術を受けて無事完了しました。 

 これからまたロータリー活動に参加出来ると思 

 います。宜しくお願いします。      

・井手会員 竣工検査のため早退します。  

・岩本会員 表彰受けられた皆様おめでとうござ 

 います。                

・原田会員 仕事の都合にて早退します。  

             

【米山記念奨学委員会】 

・本田会員 地区大会において表彰されました伊 

 久美パスト会長を始めとする受賞された皆様に 

 敬意を表し寄附します。        

・中川会員 多良木ＲＣの東パスト会長様、よう 

 こそおいで下さいました。ありがとうございま 

 す。内藤さん人吉ＲＣに入会戴きありがとうご 

 ざいます。今日もＳＡＡ委員として頑張って戴 

 きありがとうございます。宜しくお願いいたし 

 ます。また、来年度はＲＬＩ委員長をさせて戴 

 くことになりました。新会員の皆様ぜひ研修に 

 参加して下さい。人吉ＲＣ皆様ご協力宜しくお 

 願いいたします。            

・鳥井会長 この度の米山記念2,000万円達成によ 

 る表彰、みんなで喜び合いたいと思います。 

                     

・伊久美会員 毎週の特別寄附です。    

・井手会員 長女が大学を卒業しました。 

 “ホッ”としました。          

 

 

 

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長  

 

 

 

 


