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今日の例会
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3.
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今月･来月の行事

●7/25(月)13:30～臨時理事会
●8/1(月)19:00～暑気払い＆新
入会員歓迎会＠熊本テルサ
●8/8(月)13:30～定例理事会
漆島会員維持増強委員長・馬場広報 ●8/8(月)13:45～歴代会長会

第2回 例会記録(
例会記録(通算第2487
通算第2487回
2487回)
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平成23（
23（2011
2011）
11）年7月11日
11日

今日の歌
来訪者紹介
会長･幹事・各委員会報告
会員卓話 常任委員長就任挨拶

委員長・田邉ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長・浅
山奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長・中川ﾛｰﾀﾘｰ財
団委員長

斉唱

国歌 君が代
ロータリーソング

また、7 月 7 日(木)に私どもの提唱いたします熊本南 RAC
「それでこそロータリー」

の第 1 例会が開催されました。今年度、中村会長の会長テ
ーマは｢色（カラー）｣～一人ひとりが持ち味を～ということでし
た。この日、初参加の新入会員 1 名を含めて、8 名の会員数

来訪者紹介（堀川貴史君）
来訪者紹介
熊本第４分区ガバナー補佐
熊本西ＲＣ

でのスタートとなりました。全員出席とはいきませんでしたが、
山形信也 様（西稜 RC）

安田憲世様・本田一夫様・福島和家様

寿崎奨学生

提唱クラブから 5 名、OG も 1 名参加で、スタートにふさわし
い例会ができたのではないかと思います。私からは提唱クラ
ブの会長方針をお伝えし、新世代奉仕にさらに注力していく

許 文平（キョ ブンペイ）君

熊本大学

周 波（スー ボー）君

熊本大学

李 元碩（イ ウォンソク君

熊本大学

刘 中敏（リュウ チュウビン） 中九州短期大学

ことを申し上げてまいりました。以上会長報告を終わります。

出席報告（園田修司君）
出席報告

史 キョウ良（シ キョウリョウ） 崇城大学
劉 暁婷（リュウ ギョウテイ）

会員数

出席数

出席率

前々回（６/2７）
修正出席率

６０名
６０

４８名
４８

84.21％
84.21％

９３．２２％
９３．２２％

ルーテル学院大学

出席規定適用免除者

８名

欠席記録免除者 ０名

会長報告（堀川貴史君）
会長報告
皆様こんにちは。本年度の第 2 回例会です。本日の御来訪

名誉会員

０名（会員数には含まれません）

者の紹介。新入会員の紹介。
本日は、このあと例会時間内にクラブの総会を開かせてい
ただきます。御協力よろしくお願いいたします。また、寿崎奨
幹事報告（野口泰則君）
幹事報告
学生の奨学金支給式を執り行います。寿崎奨学会の河口委
1. 本田ガバナーより 新年度スタートの御挨拶 が届いて
員長よろしくお願いいたします。
います。
先日 7 月 4 日(月)は、第 1 例会後、夕方から第 1 回クラブ
2. 本田ガバナーより ２０１３～１４年度ガバナーノミニー候
協議会を開催いたしました。各委員会の活動方針を聞かせ
補者推薦者について
ていただきました。活動計画書で御確認いただきたいと思い
ますが、総じて感じたことは、いかに委員会間の連携をとっ
ていくかが重要なような気がいたしました。スケジュールのほ
うもこれからどんどん埋まってくると期待しております。各委員
長さんにはどうぞよろしくお願いいたします。

提出期限
提出先

２０１１年９月５日（月）必着
本田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所内ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会宛

3. 地区インターアクト委員長 尾林様 より 会長・幹事研
修会および連絡協議会報告書 が届いています。
4. （財）米山記念奨学会 より ２０１１年度上期普通寄付

新入会員自己紹介

のお願い が届いています。

氏名：田川憲生（たがわ けんせい）

5. （財）熊本市国際交流振興事業団より ニュースレター

出身地：熊本県

熊本 が届いています。

生年月日：昭和２２年４月２日（６４）

6. リレー・フォー・ライフくまもと実行委員会より 報告書 が

勤務先：ホテル日航熊本 代表取締役社長

届いています。
7. 本日は定例理事会はありません。

職業分類：ホテル

8. 来週７月１８日（月）は祝日のため例会はありません。

推薦者：杉田辰彦・浅山弘康・（永野光
哉）
趣味：マージャン、サッカー

例会変更のお知らせ
○熊本東 RＣ～新入会員歓迎例会のため時間・場所変更
[変更前] ７月２６日（火）１２:３０～
[変更後] ７月２６日（火）１９:００～
[会 場] 割烹居酒屋 風林火山
○江南 RＣ～定款に基づき休会
[日 時] ８月１０日（水）１８:３０～
[会 場] ホテルニューオータニ
○東南 RＣ～ビール列車親睦例会のため時間・場所変更
[変更前] ８月３１日（水）１２:３０～
[変更後] ９月２日（金）１７:４０～
[会 場] 熊本駅集合

委員会報告
●前年度出席委員会
前年度出席委員会 （山本円君）
ホーム１００％表彰
原会員・中川会員・園田会員・坂本会員・吉原会員

サインメーキャップ情報
サインメーキャップ情報
月

日

曜日

時間

7

26

熊本東

8

火
月

12:00～

8

18:00～

西稜

9

火

12:00～

RC

熊本西
05 福祉
菊南
12:00～
10

12

水前寺

水
金

18:00～

江南

18:00～

中央

場所
熊本ホテルキャッスル
ホテル日航熊本
ニュースカイホテル
火 の 国 ハ イ ツ
ユウベルホテル菊南
メルパルク熊本
ニューオータニ熊本
ニュースカイホテル

１０年連続１００％（メーキャップ含む）
木村会員

●雑誌委員会 （井手雅浩君）
ロータリーの友７月号

熊本第４分区ガバナー補佐 山形信也氏から御挨拶

スマイルボックス（元田亮一君）
マイルボックス
○熊本第 4 分区ガバナー補佐 山形信也 様 Ⅱ
メーキャップには何度か伺いましたが、今回はガバナー補佐とし
て参りました。初めての事ですので、取り合えず御挨拶させて戴
きます。
○熊本西 RC 安田憲世様・福島和家様・本田一夫様
今年度の会長・会長エレクト・幹事の３名でお邪魔致しました。熊
本南 RC 様の益々のご発展をお祈り申し上げます。
○堀川貴史君・大住正敏君・野口泰則君
田川会員の入会を心から歓迎致します。山形ガバナー補佐、熊
本西 RC 安田会長、本田幹事、福島会長エレクト、寿崎奨学生の
皆様のご来訪を心より歓迎申し上げます。
○野田三郎君
２７２０地区熊本第４分区ガバナー補佐 山形信也様のご来訪を
歓迎しスマイル致します。１年間のご活躍をお祈り致します。

熊本西ＲＣから御挨拶
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○杉田辰彦君・前田富士人君
田川さんの入会を歓迎します。熊本西ＲＣ安田会長・本田幹事、
福島会長エレクト、ようこそいらっしゃいました。
○濱田定勝君・浅山弘康君
田川さんの入会、心より歓迎致します。
○石田隆造君
田川憲生さんの入会を心から歓迎致します。
○髙宮宏君
田川憲生様の入会を心より歓迎致します。楽しいお酒を一緒に
飲みましょう。
○古財良一君
田川さんの奥様にはオハイエで大変お世話になっております。
これからも宜しくお願いします。
○寿崎肇君
堀川丸の出航、おめでとうございます。地区役員を多くなさった
経験を活かし、熊本南ＲＣは流石だ、と言われるＲＣに育てあげ
て下さい。理事・役員の方々、一度しかない人生です。この１年
間工夫と努力で頑張って下さい。ありがとうございます。
○河口義弘君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・馬場大介君
現王園敏伸君･原コウイチ君･瀬尾広夫君･石田隆造君
寿崎奨学会委員長・副委員長・カウンセラー６名で奨学生の皆
様を心から歓迎致します。これから皆さんをしっかりサポートしま
すので、どうか宜しくお願いします。
○塚本侃君 Ⅱ
今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルです。
○藤井宏樹君 Ⅹ
久しぶりの出席です。体調もどうやら戻りつつあります。
○坂本研一君
何ということか娘がいる（弱小）江南中学野球部が中体連で県大
会に進むことが出来ました。健闘をたたえスマイルします。ちな
みに男の中に女１人でキャプテンをやらせてもらっています。男
の子以上に気は強いです。
○原裕一君 Ⅱ
本日お昼に第２子が生まれます。女の子なので、とても楽しみに
しています。途中退席となりすいませんのスマイルです。

本日の合計
今年度の累計

本の技術力の素晴らしさに影響され、もっと知識を学びたいです。
三つ目は、昔の担任先生も熊本大学出身です。四つ目は、妻から
の全力の支持です。
今回ロータリー寿崎奨学会に採用されて、本当の本当に嬉しいで
す。現在自分の力はまだ小さいかもしれませんが、世界和睦のため
に自分の小さな力を貢献したいです。以上の内容でありがとうござ
います。

周波（熊本大学）
私は中国から来
ました周波（スーボ
ー）です。熊本大学
大学院で分子生理
学分野、アジア人
種２型糖尿病の研
究を行っています。
それは私の母が２型糖尿病を長年患っていて、血液中のブトウ糖
値をコントロールするためにインシュリン注射が必要で、私は糖尿
病のメカニズムを勉強するために薬の学校に通うことを小学校の時
から夢見ていました。非常に幸運なことに２００９年から熊本大学の
薬学部の私費外国人留学生になりました。良いことは続くもので、
今は寿崎奨学生になりました。これは博士号のキャリアのためにと
ても助けになり、私の人生を良くします。この機会を与えて頂いたこ
と、寛大さに感謝致します。私は将来の計画に医学の博士号取得
があります。２型糖尿病の研究だけでなく、地域への恩返しも行い
たいです。最後に、寛大な奨学会の進展を心よりお祈り致します。

李 元碩（熊本大学）
こんにちは。私は熊本
大学の自然科学研究科
でチタンの疲労強度を研
究している修士２年の李
元碩と申します。まず、こ
こにいらっしゃる皆さんに
ありがたい気持ちを申し
上げたいと思います。奨学生として選らばれたことを初めてしった
時はとても嬉しくて、親や友達に電話して自慢しました。それから夜
寝ようとしたら食べたいもの、やりたいこと、欲しい物が頭に浮かん
で眠れませんでした。電子辞書、靴、焼肉など・・・色んなものが頭
に浮かびました。しかし、欲しいといって全部やるのは欲張りなので
はないかと思い、この中から一番欲しいものを一つやろうと思いまし
た。私が一番欲しいもの！それは焼肉でした。実は焼肉も欲張りで
はないかと思いましたが、頭より体が先に反応してしまうので、この
愚かな脚が私を焼肉屋さんに連れて行くのではないかと思います。
今日はなんだかお肉を三十人前くらい食べれる気がします。私に
約三十人前のお肉を食べさせて下さったロータリークラブの皆さん
に感謝致します。
私は寿崎奨学生として選ばれたことを誇りに思います。本当に本
当にありがとうございました。寿崎という名前に傷つけないようにこれ
から頑張って研究します。

40,000円

149,000円

●本日の卓話
寿崎奨学会 奨学金支給式
許文平（熊本大学）
熊本大学・教育研究科に
所属する許 文平（キョ ブン
ペイ）と申し上げます。今年３
３歳、出身地は台湾でござい
ます。昨年３月に結婚しまし
たが、日本へ留学しようと決
めた後の１カ月、妻が妊娠し
ていたとしりましたため、今息
子は６カ月しかないです。息子はまだ小さくて、現在は妻と一緒に
台湾に暮らしています。
１７年前に台湾の専門学校の日本語学科で、日本語を５年勉強し
ました。その後、台湾の軍隊に２年入ったり、２年短期大学で経営
管理を勉強したりして、就職が始まりました。８年にわたって日本の
商社みたいの会社と日本のメーカーの台湾工場で日本語を活かし
ながら働いてきました。
日本に留学と熊本に来られる理由は４つあります。一つ目は、専
門学校からずっと持っていた留学の夢です。二つ目は、職場で日

刘中敏（中九州大学）
私は刘中敏と申します。
中国の重慶から参りまし
た。重慶は上海より飛行
機で２時間半のところにあ
ります。人口は約８００万
人で大都市です。私の家
族は４人です。父、母、妹
と私です。父と母は普通の労働者として働いています。妹は現在医
科大学の１年生です。彼女はとてもかわいくて真面目な子です。将
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来医者になり多くの病気を持った人々の役に立ちたいと思っていま
す。家族全員が仲良く暮らしています。留学前に中国で高校を卒
業しましたら、すぐに日本へ研修に来ました。２００７年から２０１０年
まで研修生としてフラミンゴ帽子会社で働いていました。
現在、中九州短期大学の１年生で、学校で日本語や経済や経
営に関する知識を勉強しています。暇な時、中国料理でアルバイト
をしています。学習の時、仕事の時、生活の時、色々な人に会いま
した。その人たちが私を手伝ってくれました。感謝の気持ちでいっ
ぱいです。今の生活はすきです。とても充実しています。
日本に留学することは充分考えて決めました。このことについて
は自分を信じてやったことで、正しい判断をしたと考えています。入
学後の私の第一の目標は日本語の力をつけることです。１年次に
日本語能力検定２級に合格することが目標です。次に日本と中国
は経済体制が大きく異なりますが、中国も開放政策の下で経済活
動の自由が多く認められるようになりました。日本の社会では経済
活動の自由が大原則なので日本の経済社会全体について学びた
いと思います。将来は帰国して日本語を活用できる仕事に就けれ
ばなぁと思っています。
自分の人生は自分で考えます。自分で決めます。自分で変わり
ます。Going my way and let people talk. 昔と現在の私を手伝って
くれた人たちに感謝の気持ちでいっぱいです。今後、私はいっそう
の努力を傾けて勉強を頑張ります。

いいものを見せたい、売りたいです。そして日本の人たちに中国の
いいものを見せたい、売りたいです。お互いにもっと知って欲しい
気持ちを持っています。
今でも５年前に初めて来た頃のことをよく覚えています。日本に
来る前、いつも日本のカラスがでっかいって聞いてましたが、本当
に見た時に「これ、何？」ってびっくりしました。ふるさとのより何倍も
大きかったです。あとヤモリ、蜘蛛、ゴキちゃんを初めて見た時、怖
くて怖くて泣きました。すぐに日本から逃げたかったです。でもはじ
めな事ばかりで、とてもワクワクしたり、ソワソワしたりした毎日でした。
初めて一人暮らしだったので、部屋の掃除、洗濯、料理、アルバイ
トなど慣れるまでに時間がかかり大変でした。特に大変だったのが
勉強やアルバイトの両立です。あまり日本語がわからなかった私に
とって、言葉の壁があったからです。それでも、アルバイトをやった
おかげで自分が飛行機のスピードより速く成長することができ、何
に対しても責任感が持てるようになりました。たまに中国の自宅に帰
った時などは両親や友人から「ずいぶん変わったね」って言われて、
私自身すごく嬉しかったです。
そしれ学校や国際交流センターの留学生のために正月体験、成
人式体験、浴衣祭りなどの色んなイベントを用意してくましたので、
留学生の生活がなじめました。私も今では４年生になり、社会人に
向け色んな資格を取得するために、この奨学金という貴重なお金を
大切につかわせていただきたいと思います。そしれ、これまで日本
でおそわった５年間を私の一生の宝物にしたいと思います。本日は
本当にありがとうございました。

史キョウ良（崇城大学）
私は史キョウ良と申しま
す。高校を卒業してから、
中国の 山東省 の済南市
から来た留学生です。済
南市は儒教の孔子のふる
さとで、一番有名なのは
泉です。済南市の泉は７２
個もあり、泉の町と呼ばれ
る町です。今は崇城大学
芸術学部デザイン学科の学生です。町づくりや住宅のデザインや
インテリアデザインなどが大好きなので、中国よりもっといいデザイ
ンを勉強するために、日本に来て都市環境デザインを勉強してい
ます。私の先生はこの熊本南 RC 出身の岩上先生です。先生から
色んなデザインに関する知識を学んで、本当に嬉しいです。私の
趣味は本を読んで、写真を撮ることです。
３年前から両親の負担を減らすためにアルバイトを見つけました。
少しアルバイトをして、生活は楽になりましたが、勉強時間は少なく
なりました。この奨学金に合格したきっかけで、今から一生懸命勉
強出来ると思います。今回の奨学生を通して、日本で無事に学業
をおさめ、未来にうまく仕事ができるために社会経験を積んで、自
分の夢を果たせるように努力します。本当にありがとうございます。
今、日本語能力試験２級を持っているんですが、まだまだ足りな
いと思って来年には日本語能力試験１級を取るつもりです。
またこれからの中国の経済はもっと上がっていくと思いますが、デ
ザイン面ではまだまだ世界の中で遅れていると思います。卒業した
ら大学で勉強したことを中国で活かし、都市環境デザインレベルを
日本のように向上させたいと考えています。
最後に熊本南 RC のご繁栄をお祈り申し上げます。ありがとうござ
いました。

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】
○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：８月４日（木）２０：００～
場所：濱田ビル（琴平 TSUTAYA、本庄サンコー近く）
内容：

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：８月３日(水) １６：００～
場所：国府高校「大会議室」
内容：未定
ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生徒
の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

【例会予定】
８月１日（月）

外部卓話
熊本県 政策参与

小野 泰輔様

「震災後の日本と熊本が生きる道」
８月８日（月）

外部卓話
熊本県警察

劉暁婷（ﾙｰﾃﾙ学院大学）
こんにちは。私は九州ルー
テル学院大学人文学科の劉
暁婷（リュウ ギョウテイ）と申
します。５年前に中国の瀋陽
から参りました。趣味は音楽、
映画、旅行などです。私の夢
は将来自分の貿易会社を作ることです。ふるさとの人たちに日本の

８月１５日（月）

定款に基づき休会

８月２２日（月）

外部卓話
中央保険福祉センター長

吉村様

上村嘉壽子様

「南三陸町派遣活動報告」
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