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 会長の時間 P1 

 幹事報告 P2  

 来訪者挨拶 P2 

 結婚誕生祝い/取切戦ゴルフ表彰 P2 

 広報研修会報告・新会員卓話（村田武澄会員）P2～4 

 ニコニコ箱Ｒ財米山カード P4 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 春木久江委員                

          国 歌「君が代」 
            
          Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会・進行  戸高ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介  延岡研一会長 
   
         米山記念奨学生    陳 セイ  様  

熊本西稜ＲＣ カウンセラー  山角智秀 様 

  

       会長 延岡研一 

 

  第１回クラブ協議とグループ内の各クラブ訪

問も終了しましたが、今度は、落ち着く間もな

く家庭集会真っ盛りの時期を迎えました。 

 ＳＡＡと親睦委員会は６月１８日にすでに実

施しましたが、来週と再来週にかけて１２委員

会の家庭集会があります。単独であったり、数

委員会合同での開催になりますが、各委員会委

員の皆様には案内が届いていると思います。こ

こまで来ますと一息つきますので、くれぐれも

出席して頂きますようよろしくお願い致しま

す。 

 さて、今週と来週は、ロータリー交換留学生

について話したいと思います。 

 と言いますのが、もうご覧になった方もおら

れるかと思いますが、当クラブのフェイスブッ

クをご覧いただくと、３１年前に人吉に交換留

学生として一年間滞在したキャサリン・リーさ

んという方からコメントの書き込みがありまし

た。フェイスブックは水野幹事が逐次更新して

くれておりまして、感謝この上ないのですが、

７月１７日に新バナーの画像をアップしたとこ

ろコメントで、「美しいバナー！私は1984年に

旧バージョンのバナーを手にしました。それは

素晴らしい年でした！人吉ロータリークラブの

皆様、特にお世話になった方々(直訳は年長者

の表現でしたが)こんにちは。あなた方はみん

な、とても歓迎してくれて、そして親切でし

た。」（翻訳ソフト+会長意訳、原文はﾌｪｲｽﾌﾞｯ

ｸで確認を）という書き込みがありました。 

 本名：Lee Kathryn Elizabeth 

      （ﾘｰ ｷｬｻﾘﾝ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ） 

  通称：キャシー 

  受入年度：1983～84年 大平会長年度  

 （当時の国際奉仕委員長は伊久美寛志） 

  人吉ＲＣ国際交流事業 

  人吉高校、交換留学生で受入 

  受入ホストファミリー 

   伊久美家・愛甲家・春木家の３家族 

  医師志望（現在医師なのか不明） 

 卒業時、柔道初段をみごとに取る。 

              （誰のお陰か） 

 水野幹事が調べてくれて、現在判明したとこ

ろは以上ですが、投稿時の写真を今、映してい

ます。愛甲会員に水野幹事が確認したところ、

当時の面影があるという事でした。 

 当時会員でおられた方は、愛甲会員、有村会

員、伊久美会員、岩本会員、釜田会員、片岡会

員、増田会員、宮山会員、岡会員、武末会員、

外山会員、堤(正)会員、堤(脩)会員、浦田会員

の１４名です。懐かしい思いでしょうが、どう

ですか、面影はあるでしょうか。もし住所がわ

かるようなら、新しいバナーをお送りしたいで

すね。 

 今日は久し振りの新会員卓話です。新会員で

も無いような気がしますが、村田会員よろしく

お願いします。時間が押していますので、今日

はここまで、続きは来週という事で、会長の時

間終わります。 

通算２８５４回 第４例会 

 ２０１５年７月２４日 

   毎週金曜日 
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   幹事 水野虎彦 

 

【報告事項】 

・RI第2720地区ガバナー･本田地区研修リーダー･ 

 中川ＲＬＩ委員長よりＤＬ「育成セミナー参加 

 ご推薦のお願い」が届いております。次回の定 

 例理事会で諮って推薦したいと存じますが、セ 

 ミナー参加希望される会員は幹事までお申し出 

 下さい。 

・水俣ＲＣより「インターアクト年次大会 提唱 

 ＲＣ懇親会開催のご案内」が届いております。

8/1芦北町「一蓮亭」会費3,500円参加希望の方は

幹事までお申し出下さい。 

 【連絡事項】 

・人吉中央RCより新年度の挨拶状 

・姉妹クラブ第3480地区稲江(ﾀｵﾁｬﾝ)ＲＣより理

事･役員就任の挨拶状 

【回覧物】 

・荒尾ＲＣ週報 

・玉名中央ＲＣ週報 

【例会変更・取り止め】 

①クラブ定款第６条第１節に基づく例会取止め 

 は次の12クラブ  

 八代南RC 8/11    人吉中央RC 8/12 

 熊本江南RC 8/12   八代東RC 8/13 

 熊本城東RC 8/10    熊本ｸﾞﾘｰﾝRC 8/10 

 熊本東RC8/11    熊本東南RC8/12 

 熊本北RC 8/13    熊本西南RC8/13 

 熊本中央RC 8/14   熊本西RC8/18 

②例会場変更のお知らせ 

 多良木ＲＣ8/6(木)の例会場→「囲炉鯉」にて  

③例会時間の変更のお知らせ 

 人吉中央ＲＣ8/19→家族納涼例会の為18:30～  

        

【来訪者挨拶】      米山カウンセラー  

      山角智秀 様 
 
米山奨学生陳セイさん紹介 

 国 籍；中国  

 学 校；熊本大学 文化学 

 課 程；博士 

 世話クラブ；熊本西稜RC 

 サブ世話クラブを引き受けていただきありがと

うございます。陳さんは2012年に来日、長崎大学で

１年間日本文学を学び、2013年熊本大学に来まし

た。今年度、博士課程の最終年度となります。10月

には米山卓話に伺います。人吉クラブの皆さん宜

しくお願い致します。 

   

     委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】      委員長 原田知一郎 

【親睦 ゴルフ愛好会】       

  鳥井年度取切戦表彰・７月ゴルフ表彰 

 

 鳥井年度 取切戦鳥井年度 取切戦    

    優 勝  

  北 昌二郎会員 
 
 

 

【クラブ広報委員会】 

             副委員長 村田武澄    

    広報（IT）研修会 報告 

    日 時：2015年7月11日 (土曜日) 

   場 所：グランメッセ熊本 

   責任者：三村彰吾（熊本りんどうＲＣ） 

       地区広報委員会 副委員長  

内容： 

１．第2720地区ホームページについて 

   前ガバナー事務局 地区幹事 長縄弘貴 

(1) やったことを記録して、報告して、多くの 

    人に知ってもらうことが大事 

(2) ガバナー月信のPDF化実施 

   （かなりの経費節減につながった。） 

(3) 第2720地区ホームページについての説明 

  ① 会員限定ページ 

   [ﾛｸﾞｲﾝ・会員№・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・任意のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ] 

  ② 年度別アーカイブ 

   （過去2年度のホームページ閲覧可能） 

  ③ その他 

２．Ｅクラブの活用・メーキャップの方法等 

   講師：日本ﾛｰﾀﾘｰＥクラブ2650高山英一郎様 

①メークアップの有効な方法としてEクラブを活 

 用して貰いたい。 

  クラブホームページ内の例会動画等視聴後300 

 字以上のコメントを記入 

  メークアップ料金 1,000円ｸﾚｼﾞｯﾄ決裁、メー 

 ルにて出席証明書を送付 

（参考；2014-2015年度メークアップ数1,400件/ 

 年度140万円 ） 

②多忙や出張が多い方でも入会し易い。 

（日本ロータリーEクラブ2650 年会費 6万円/  

 集合は年に3～４回程度） 

③第2720地区にもＥクラブを設立したい。 

本日の出席率 

会   員   数   64名   75.00% 

出 席 免 除  5名 7 / 1 0 出 席 率 83.05% 

欠 席 者 数 15名 補 填 数     11名 

出 席 者 数  45名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 井手・堤正・宮山・塚本・下田・友永・宮原 

    山田・大賀・浅野・尾上・田上・中村・外山・小林清  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席), 丸尾，釜田          

＊メークアップ  

 次年度委員会合；山田・宮原・小林祐・堤正・葉山・鳥井 

         片岡・漆野・大賀・堀川・浦田   

７月の誕生祝い  

 北 昌二郎会員 10日   増田 力会員  23日 

 鳥井正徳会員    23日  齊藤日早子会員 27日 
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  第2730地区 ロータリーE-クラブ2730 あり、   

 九州内で設立準備に向け動いている地区有 

３．My Rotary の登録方法等 

        地区広報委員佐藤英隆（日出RC） 

(1) My Rotary へのアカウント登録 

 （ﾛｸﾞｲﾝ・会員№・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 任意のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ） 

(2) ロータリーショーケース 

(3) ロータリークラブ・セントラル 

(4) オンラインセミナー（ウェビナー） 

(5) ロータリーの友（電子版）は、一般社団法 

   人ロータリーの友事務所が運営するホーム   

   ページの「ロータリーの友（電子版）」 

   で、過去約２年分を閲覧可能、持ち運ばず、 

  手軽にスマホ・タブレットで閲覧可能であ 

   り、活用願いたい。（ログインIDとパスワー 

   ドともに rotary） 

４．ＴＶ会議の使用方法と活用例 

  （V-CUBE http://jp.vcube.com/）     

  TV会議による地区役員打ち合わせ・外部卓話 

    等の活用例   

   地区広報委員会委員佐藤英隆（日出RC） 

(1)TV会議は遠隔地からの卓話等に便利な ツール 

   同時に3カ所までつなぐことが可能 

   上手く使えば魅力的なツール 

   使用方法等の詳細は、地区広報委員会まで 

   お問い合わせください。 

   会議室を使うためのメールアドレス・パス 

  ワードを登録すれば会員なら誰でも使える 

   当面、会議室空いていれば使用可とするが 

  利用が増えてくれば予約制などのルールを 

  考える。 

 

【プログラム委員会】 
 
      新入会員卓話 
 
       村田武澄会員 2014年6月27日入会  

             職業分類；電気通信事業 

                 [NTT西日本熊本支店人吉営業所長] 
 
            電話のつながる仕組み            

 
 
１８７５年ごろ～ 

電話が発明された当初は 

交換機が無かった。 

１対１の電話線で結んで 

いた。 

 

１８９０年ごろ～ 手動交換機 

一番最初の電話交換機。人間が接続を切り換え

て、 複数の接続先を切り換えられるようにし

た。  

 

１９２０年ごろ～  

ステップ･バイ･ステップ交換機 

回線の接続を機械で自動化した。 

 

 

 

 

 

１９６０年ごろ～ クロスバ交換機  

縦棒と横棒を組み合わせた接点で、交換機を小

型化した。 

 

 

 

 

 

 

 
 

１９７０年ごろ～ 電子交換機 

接続をコンピューター 

制御で行い、より高速 

に、より確実に、より 

大量に処理できるよう 

になった。 
 
１９８０年ごろ～  

デジタル交換機 

制御信号も、音声信号もデジタルに。  

きれいな音で会話できるようになった。 
 
１９９７年  全てがデジタルに  

日本全国の交換機がデジタルになった。 
 
現在  インターネットを利用した電話 

これまでの電話に加え、インターネットを利用

した電話もある。 

 ※上記の年代は、日本での機器導入、サービス

開始時期を基にしています。 

 

  電話がつながる仕組み（通信ネットワーク） 
 
①電話のつなが

るしくみを簡単

に紹介いたしま 

す。 

 

 

 

 

 

 

②ＡさんからＢ

さんへ電話をか

ける手順を紹介  

 します。 
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③Ａさんが受話器

をとります。受話

器をあげると交換

機に対して「発信

信 号」が 流 れ ま

す。 

 

④Ａさんがダイヤ

ルをします。 

 

 

 

 

⑤各交換機は、ダ

イヤルされた電話

番号を識 別して

どこの交換機を経

由して接続するか 

 自動的に決定 

し、相手の加入者交換機まで接続します。 

 

⑥加入者交換機相

互で接続が完了す

るとＡさん側では

「呼び出し音」が

流れ、Ｂさん側で

は電話機に対して

「呼出し信号」が

流れます。 

 

⑦Ｂさんが受話器

をとり、応答する

とＢさん側の加入

者交換機に対して

「応答信号」が 

流れ、接続が完了

します。 

 

⑧ＡさんとＢさん

でお話しが可能と

なります。 

 

 

⑨お話しが終わり

ます。 

 

 

 

 

⑩受話器を下ろす

とＡさん側では

「切断信号」が、

Ｂさん側では「終

話信号」が流れ加

入者交換機に対し

てお話しが終わっ

たことを通知します。 

以上で電話のつながるしく

みは終わりです。 

 この後の「災害対策につ

いて」は時間がありません

のでこれで終わらせていた

だきます。ありがとうござ

いました。  

 

【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・延岡会長 米山奨学生の陳さん、カウンセ 

 ラーの山角様、ようこそお出で下さいまし 

 た。１０月の米山月間卓話よろしくお願いし 

 ます。                

・鳥井会員 北会員、取切戦優勝おめでとうご 

 ざいます。一年間の御苦労に、神様がお与え 

 になったものと思います。今後もよろしくお 

 願いします。             

・堤脩会員 山角様、陳様、人吉ＲＣへようこ 

 そお出で下さいました。        

・北会員 誕生日、取切戦、ありがとうござい 

 ました。私のミスではありませんが、入力も 

 れがありました。戸高君ごめんなさい。ス 

 タートハンディ１３を差し引き72となりまし 

 た。次回の新ハンディーを14とさせていただ 

 きます。               

・安方会員 7月25日が肥後銀行の創立記念日で 

 90周年を迎えました。皆様の支えのおかげで 

 す。うるおいのある未来へ今後も地元と共に 

 歩んで参ります。           

・中川会員 山角カウンセラーようこそ人吉Ｒ 

 Ｃにお越し戴きました。米山カウンセラー大 

 変でしょうが頑張って下さい。     

・石蔵会員 所用のため早退します。   

 

【Ｒ財団委員会】 

・延岡会長 同上            

 

【米山記念奨学委員会】 

・熊本西稜ＲＣ山角智秀カウンセラー 本日は  

 米山奨学生の陳セイさんをお連れしました。 

 宜しくお願いします。         

・伊久美会員 毎例会の米山特別寄付をいたし 

 ます。                

・山賀会員 本日は熊本西稜ＲＣ山角様、奨学 

 生の陳セイさんようこそ人吉へ！何かのご縁 

 でサブ世話クラブとなりました。今年一年間 

 宜しくお願いします。         

・延岡会長 同上            

 

      

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 


