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  皆様こんにちは。まずは、来訪者の御紹介

を致します。RI2720地区 拡大委員会副委員

長、同じく地区研修委員、ＲＬＩ委員を務め

られ、また本年５月に設立され、当地区10年

ぶり75番目の新クラブとなりました「2720

ジャパンO.K.ロータリーＥクラブ」の副会長

の片山 勇会員です。後程、卓話をして頂きま

す。宜しく御願い致します。 

通 算 2 9 6 2 回 

2017年11月24日 

第 １ ８ 回 例 会 

  もう一人、身内ですが、人吉ローターアク

トクラブの久保山会長です。11月11日（土）

に開催されました「ひとよし産業祭」への御

礼と報告に来てくれております。本日の御来

訪ありがとうございます。 

  それでは、続きまして、会長の時間とさせ

て頂きます。まずは、御報告からです。 

  先々週11月10日の例会で、次々年度会長を

指名するパスト会長会による指名委員会を設

置させて頂きましたが、先日22日午後６時30

分より「あゆの里」で開催されました。その

結果につきましては、後程、指名委員会委員

長の伊久美パスト会長よりご報告頂きます。

宜しく御願い致します。 

  また、昨日は、人吉ＲＣ夫人の会「夫人の

集い」が開催されました、夫人の会の皆様、

女性会員の皆様、そしてゲストも交えて、30

名程の皆様で、「秋の夜長に、ゆっくりお食

事をしながら、音楽とおしゃべりを楽しむ

会」が和やかに催された様です。奥様がご不

在で一人寂しく過ごされた会員、束の間の独

身を謳歌された会員、それぞれではありまし

たでしょうが、多くの夫人の皆様の御参加を

頂き、誠にありがとうございました。 

  さらに昨日は、当クラブのゴルフ愛好会、

11月月例コンペが、球磨カントリー倶楽部で

開催されました。天候にも恵まれ、15名の参

加でしたが、私自身10年ぶりのゴルフで、ス

コアはとても申し上げられませんが、大変楽

しくラウンドさせて頂きました。御迷惑をお

かけしましたが、一緒に回って頂いた 堤 脩

パスト会長、中島パスト会長、誠にありがと

うございました。ちなみに優勝は堤 脩パスト

会長でした。 

  さて、次週には、次々年度会長、幹事、次

年度理事、役員が年次総会を経て選任されま

す。また、次の週には、人吉ＲＣ戦略計画委

員会に中心となって頂き、クラブフォーラム
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で全ての会員、これは年次の長いベテラン会員

の皆様から入会からまだ間もない会員の皆様そ

れぞれの御意見等を伺い、当クラブの将来を策

定する大事な時期となってまいっております。

当クラブの会員の皆様は、それぞれ、人格、識

見、共に高く、地域の経済人としても、また、

業界のリーダーとしても活躍されている方々で

す。そして当クラブも61年目を迎え、その歴史

と伝統には確たるものがあります。しかし、こ

れは当然のことではありますが、クラブとその

会員との関りにおいては、大きな濃淡がある事

は事実です。事実を肯定しつつ、全クラブ会員

の意識の差を縮め、例会やイベントに参加する

事が楽しく、会員増強が楽になる様なクラブを

目指します。そして会員の皆様と共に「節目を

超えて進化（より良き変化）を促す」為にさら

なる御協力を御願い申し上げ、会長の時間を終

わります。ありがとうございました。 

 

 

      幹事  石蔵尚之 

 

（連絡事項） 

・2018～2019年度R財団部門地区補助金管理セ 

  ミナーが開催されます。2018年1月27日(土） 

  13時～16時ホルトホール大分。井手会長、有 

  馬次年度会長、和田ロータリー財団委員長に 

  お渡しします。 

・2720地区より各種資料が届きました。 

  「クラブを成功に導くリーダーシップ会長 

  編」は有馬次年度会長へお渡しします。 

・ローターアクトクラブ地区新聞第１号及び８ 

  月に開催されましたインターアクト海外研修 

  報告書が届きました。→回覧 

・公益社団法人くまもと被害者支援センターよ 

  り機関紙誌が届きました。また、明日から２ 

  日間、熊本市内で開催されますコンサートイ 

  ベントのご案内も届いております。→回覧 

・八代RC、玉名中央RCより会報が届きました。 

  →回覧 

・例会変更のお知らせです。熊本城東、熊本 

  東、熊本東南、八代東の各クラブより忘年会 

  に伴う例会変更のお知らせが届きました。 

  →掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   委員長  原田知一郎 

 

【人吉ローターアクトクラブ】 

                         久保山 慧美 会長 

 こんにちは。人吉ＲＡＣ今期会長の久保山で

す。日頃から絶え間ないご支援をいただき、心

から感謝申し上げます。本日は御礼のご挨拶を

ひとこと申し上げたく、お時間をいただきまし

た。 

  先日「ひとよし産業祭」でチャリティーバ

ザーを出店した際は、たくさんの品物をご提供

いただき、誠にありがとうございました。 

皆様のご協力のおかげで100品を超える品物が

集まり、また出店時にも多くのロータリアンの

皆様・そして奥様方にご来店いただきました。

出店したのは１日目のみだったにもかかわら

ず、目標としていた50,000円を超える、52,400

円を売り上げることができました。 

  今回の売上げは、①熊本地震復興支援 ②九

州北部豪雨復興支援 ③人吉ＲＡＣの活動費 

に充てさせていただきます。売上げ達成はもち

ろんのこと、連日、仕事が終わった後に出店の

準備を行うなかで、クラブターゲット「相棒」

に向けて――クラブ会員同士の交流が深まった

のではないかと、うれしく思っています。 

  当クラブ会員は現在16名です。先日は、米山

奨学生の王さんや郭さんをお招きして餃子例会

を行いました。また、おとなりの第2730地区の

年次大会へ３名参加いたしました。皆様のご支

援のお陰で、活発に活動を行うことができてお

ります。 

  最後に、毎月第２・第４木曜は人吉ＲＡＣの

例会日となっております。ぜひ遊びに来ていた

だけますと幸いに存じます。これからも私たち

は、互いに親睦を深め、刺激しあいながら、社

会奉仕・国際奉仕につながる活動を続けてまい

りますので、どうぞ変わらぬご指導の程お願い

申し上げます。お時間をいただき、ありがとう

ございました。 

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除  2名  72.58％ 

欠 席 者 数 17名  1 1 / 1 0 例 会 67.74％ 

出 席 者 数 45名 補 填 数 7名 

免 除 会 員 出 席 者 数 0名 修 正 出 席 率 79.03％ 

＊届け出欠席   宮﨑・後藤・岩井・延岡・青木・山口・浦田 

               中川・中村・尾上・有村・葉山・本田・大久保 

               竹長・渕田・堀川  

出席免除会員(b) 愛甲，釜田 

＊メークアップ10/29 ＩＭ；中川・石蔵 

              11/5 キッチンカー復興交流会；安達・本田・新堀  

              11/12 チャレンジカップ；竹長・有村  



【指名委員会報告】 

                        委員長 伊久美寛志 

     2019～2020年度人吉RC会長候補選考 

       指名委員会報告 
 
 去る11月22日(水）、人吉ＲＣ会長経験者出

席９名によります標題の選考委員会を開催いた

しました。その結果、2019～2020年度第63代会

長候補に水野虎彦会員を推挙され、満場一致で

承認されましたことを報告いたします。 

 

 

【国際奉仕委員会 外部卓話 】 

 

講師紹介                   北昌二郎委員長 

 

  片山 勇(katayama isamu) 

 昭和43年大分市出身 

 大分臨海ロータリークラブ1995年入会 

 2720 Japan O.K. ロータリーEクラブ  

 2017年5月 チャーターメンバーとして移籍入会 

 ロータリー暦２２年 

 職業分類:セキュリティ 

✱クラブ 

  大分臨海ロータリークラブ 

    2000-2001年度 幹事 

    2005-2006年度 会長 

  2720Japan O.K.ロータリーEクラブ 

   2017-2018年度 副会長 

✱地区 

   2012-2015年度 地区広報・ＩＴ部門長 

   2015-2016年度  地区広報部門長 

   2016-2018年度  地区拡大副委員長 

 

     「国際奉仕と我がEクラブのご紹介」 

 

 植山朋代会長挨拶（ビデオ） 

 ・国際ロータリー加盟認証状伝達式 参加御礼 

 ・クラブ開設事業 

   国際平和について考えるイベントの紹介 

  「九州・大分から発信する国際貢献」 

 

2720JAPAN O.K.ロータリーＥクラブについて 

           地区拡大副委員長  片山 勇 

  5月18日に国際ロータリーより認証を受け、6

月18日には、佐藤樹一郎市長、遠くは第2720地

区吉川ＲＣより中村靖治パストガバナーご夫

妻、他地区（第2700地区、第2730地区）より3

名、当地区の各ロータリークラブより大勢の

ロータリアンの皆様（登録料194名、ご出席数

122名）のご臨席を賜り、認証状伝達式を盛大

に行っていただきました。前田眞実パストガバ

ナーはじめ関係者の皆様には深く感謝申し上げ

ます。 

  クラブ名のO.K.は、大分・熊本の略となっ

ており、46名のチャーターメンバーでのス

タートで、現在57名、平均年齢は44歳、29歳

から87歳、女性会員は11名（19％）。大分、

熊本はもちろん、福岡、大阪、東京、そして

スリランカのワールドワイドなメンバーで

す。移籍及び復帰会員は10名、国際親善奨学

生OB、ローターアクトOB、元米山学友他、

ロータリーファミリーもたくさんいます。

（寿崎パストガバナーからは認証状伝達式の

際には運営について心配無用とのお言葉を頂

いております。） 

地区内での役割としましては、ロータリー情

報提供、会員増強、出席率向上、IT支援

（ウェブサイト作成アドバイス、ＳＮＳ活用

支援）、クラブ交流などの他クラブ支援と

なっております。 

 地区では75番目のクラブ、日本では12番目の

Ｅクラブです。（他のＥクラブのURLは以下の

通りです。http://www.asuka-rc.jp/link/

eclub 

入会金 3万円、月額会費は5,000円、会員は大

分、熊本にゆかりのある方を中心として募集

しておりますが、日本全国、世界中、イン

ターネットが繋がっていて、Facebookのアカ

ウントを持っていただくことが条件になって

おります。 

 例会は毎週月曜日正午から翌月月曜日正午ま

で1週間、24時間好きな時間にウェブサイトに

ＰＣまたは、スマホ、タブレットでアクセス

いただき、例会行事、及び卓話をお読みいた

だき設問に対してご意見などコメントを投稿

いただくことが出席となり、メークアップと

なります。 

コメント投稿は、パソコンなどキーボード操

作の苦手な方でも、気軽にFAXによる投稿も受

け付けております。メークアップ証明書発行

手数料として、1回千円（クレジット決済また

は銀行振込）いただくようになっています

が、証明書発行不要の方は無料にてウェブサ

イトに投稿できますので、どんどんご意見を

いただきたいと思います。 

 また、サポーターとして、当クラブのご支援

ご指導もお願いしております。サポーターの

皆様にはメークアップ証明書発行手数料は免

除させていただいています。（年度毎） 

出席やメークアップはウェブでのログインに

なりますが、実際に顔を合わせての交流（地

区やグループ主催行事への参加）や奉仕活動

も行っております。 

今後同好会など各種イベントなどを企画しま

したら、サポーターの皆様を優先してお声か

けさせていただきます。現在、例会は11月20



日時点で通算26回行っており、卓話、会長の時

間、は資料の通りです。 

  通常のクラブと変わらず、点鐘から始まり、

国歌斉唱、ロータリーソング、会長の時間、幹

事報告、出席報告、委員会報告、来信紹介、卓

話、そして最後点鐘で終了です。 

特に卓話などは、ウェブらしく、写真はもちろ

ん、動画や資料のPDFなどにリンク、添付など

でき、特に前田年度第4回通算6回（6月19日）

例会では、認証状伝達式を終え、懇親会後に参

加された会員及び来賓の方々の動画インタ

ビューがありますので、是非ご覧ください。非

常に臨場感ある雰囲気がお分かりいただけると

思います。 

  また、例会では他クラブの会員さんからメー

クアップとして、たくさんのご意見やアドバイ

ス、また応援メッセージをいただいています。

いただいたたくさんのご意見を参考に、毎週毎

週例会の質を上げるよう努力を続けておりま

す、引き続きのご指導を宜しくお願いしたいと

思います。 

               

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 山本知枝 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・伊久美会員 第63代会長に水野虎彦氏が選任 

  されました。おめでとうございます。  

・井手会長 片山副会長、本日の卓話ありがと 

  うございました。伊久美パスト会長、次々年 

  度指名委員会報告ありがとうございました。 

                                      

・水野猫彦 恐れ多くも指名委員会より次々年 

  度会長候補として指名を頂きました。猫より 

  大人しい私です。ビール瓶で殴ったり致しま 

  せんので宜しくお願い致します。片山副会 

  長、卓話ありがとうございました。    

・石蔵幹事 片山勇様、国際交流・国際平和の 

  大きな可能性を学ぶことができました。あり 

  がとうございました。                

・北会員 片山さん卓話ありがとうございまし 

  た。植山会長にもよろしくお伝え下さい。 

                                      

・堤脩会員 11月ゴルフ例会で優勝させていた 

  だきました。何年ぶりの優勝か記憶にありま 

  せん。一緒に廻っていただいた同伴のお二人 

  に感謝しています。                  

・友永会員 会議がありますので早退致しま 

  す。                                

〈米山記念奨学委員会〉 

・片岡会員 次々年度指名委員会委員長伊久美 

  会長ご苦労様でした。水野会員は昨年度ガバ 

  ナー補佐幹事として、たいへん活躍してくれ 

  ました。私もたいへん期待しております。 

  片山さんようこそ人吉へ。            

・有馬会員 ○Ｅクラブ片山勇副会長、久保山 

  RAC会長、ご来訪ありがとうございます。○ 

  次々年度会長候補水野虎彦会員が選任されま 

  したこと、おめでとうございます。    

・伊久美会員 ニコニコカードと同文     

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・ゴルフ愛好会 昨日のコンペに於いてショー 

  トホールでワンオンされなかった方々の涙の 

  結晶です。みんなのためになります様に！ 

                                      

・片岡会員 米山カードと同文           

 

          点 鐘  井手富浩 会長 

 

 

   11月23日（木）勤労感謝の日、午後6時30分より、上

薩摩瀬町のPRIMAVERA(ﾎﾞｰﾉﾎﾞｰﾉ）にて、ロータ

リー夫人の会～秋の夜長 音楽とおしゃべりを～を

開催いたしました。 

  女性会員を含む夫人の会21名の参加があり、地元

女性アカペラコーラスグループ「Bloom」の皆さんが

美しいハーモニーで懐かしい歌や季節の歌を披露し

て下さいました。おいしいお料理を頂きながら、歌にお

しゃべりに踊りに、賑やかで和やかなひと時となりま

した。皆さまのご協力に心から感謝いたします。 

                                     夫人の会 会長   井手桂子 

2017-2018 人吉ＲＣ夫人の会   

   平成29年11月23日開催 夫人の集い報告    


