
 

 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（1/16） 

修正出席率 

６０名 ４４名 78.57％ ８９．６６％ 

出席規定適用免除者 ８名 欠席記録免除者 0名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

今年度寿崎奨学生の皆さん、一年間頑張ってください！ 

第２回例会記録(通算第 2530 回) 

平成 24（2012）年 7 月 9 日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「我等の生業」 

 

来訪者紹介 

熊本中央 RC ガバナー補佐 下川幸一様 

熊本西 RC   会長 福島和家様 

熊本西 RC   幹事 浜島巌様 

寿崎奨学会  葉夌君 

寿崎奨学会  RUMA君 

寿崎奨学会  辛教燦君 

寿崎奨学会  畢露超君 

寿崎奨学会  李争徽君 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.ガバナー御挨拶 

8/6 暑気払い（予定） 

○熊本東南ＲＣ～合同例会の為場所変更 

[日 時] ７月１１日（水）１２：３０～ 

[場 所] ニュースカイホテル 

○熊本東南ＲＣ～新年度家族会の為時間変更 

[変更前] ７月１８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ７月１８日（水）１８：３０～ 

[会 場] ホテルキャッスル 

○熊本北ＲＣ～合同例会の為日時変更 

[変更前] ７月１２日（木）１２：３０～ 

[変更後] ７月９日（月）１８：３０～ 

[会 場] ホテルキャッスル 

○熊本北ＲＣ～親睦会の為場所変更 

[日 時] ７月１９日（木）１８：３０～ 

[会 場] 料亭「菊本」 

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会 

[日 時] ７月３１日（火）１２：３０～ 

[会 場] 火の国ハイツ 

○宇城ＲＣ～時間変更 

[変更前] ８月３日（木）１８：３０～ 

[変更後] ８月３日（木）１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※前々回を１００％例会としましたが、未達に終わっていま

す。申し訳ありませんでした。 

幹事報告（漆島典和君） 

1. 熊本県暮らしの安全推進課より 

「青少年の非行・被害防止全国強化月間」啓発ポスターの送付 

２．一般財団法人熊本市国際交流振興事業団より 

  「ニュースレターくまもと」の送付 

３．熊本県暴力追放運動推進センターより 

  暴追速報の送付 

 

例会変更のお知らせ 

○熊本東 RC～合同例会の為時間・場所変更 

[変更前] ７月１０日（火）１２：３０～ 

[変更後] ７月１１日（水）１２：３０～ 

[場 所] ニュースカイホテル 

 

 

 

 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

まずは、お祝いの報告からさせて頂きます。7 月 7 日の熊日新聞

でもご覧頂いたと思いますが、長年熊本市防災協会会長を務め

ていらっしゃいました、杉田会員が火災予防を通して国民の安全

確保に貢献されたということで、7月 2日、総理大臣官邸で安全功

労者内閣総理大臣表彰を受けられました。心からお祝い申し上

げます。続きまして、本日のご来訪者を紹介いたします。 第四分

区下川ガバナー補佐（熊本中央ロータリークラブ）、それから熊本

西ロータリークラブ福島会長、浜島幹事にご来訪いただいており

ます。心から歓迎申し上げます。本日はありがとうございました。ま

た、寿崎奨学会の奨学生の皆様にもお越しいただいております。

どうぞ、例会を楽しんで頂ければ幸いです。以上、会長報告で

す。 
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来訪者御挨拶  

 

第４分区ガバナー補佐 

熊本中央 RC 

下川幸一様 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本西 RC 

会長  

福島和家様  

幹事  

浜島巌様 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度出席表彰 

１００％出席者 

今村浩昭君（４年連続）・井上雅文君・木村弘訓君（１１年連続）・中

川順一君（３年連続）・野口泰則君（７年連続） 

メーキャップ１００％出席者 

後藤 博君（１３年連続）・現王園敏伸君・濱田定勝君（２７年以上連

続）・井上雄一朗君・久峨章義君（１７年連続）・喜讀宣友君（２年連

続）・堀川貴史君（６年連続）・園田修司君（２年連続）・髙宮 宏君・

山本 円君（２年連続） 

 

 

委員会報告 

●雑誌委員会 （瀬尾広夫君） 

「ロータリーの友」７月号の紹介をさせていただきます。まず横書

きのページをお開き下さい。５ページには、埼玉県八潮 RC の田

中作次 新 RI会長のメッセージが掲載されています。2012-2013

年度のテーマ「奉仕を通じて平和を」について、積極的な活動を

呼びかけると共に、「ロータリーの中核にあるのは、奉仕の力に対

する信念であり、奉仕を通じた理解から生まれた他者への尊重

の気持ちが、平和な暮らしをもたらす」との考えを述べられていま

す。７ページから１７ページまでは、田中新 RI会長の紹介記事で

す。ロータリアンとしての考え方、日々の活動の様子に加えてご

家族との日々の暮らしなどが描かれています。「平和と紛争解決

は、まずは家庭で実践すべきこと。社会の最小単位は家族です

から、そこからスタートすべき。」との考えを述べられています。こ

れら、新 RI会長の特集記事は是非ご一読下さい。２０ページから

３８ページまで、「ガバナーの横顔」と題して、各地区の新ガバナ

ーが紹介されています。３６ページには、第２７２０地区の大分中

央 RC 岡村泰岳（おかむらやすたか）新ガバナーが紹介されて

います。４２ページには、ロータリー文庫のホームページの紹介

がされています。文献のデジタル化が進められており、PDF ファ

イル化された文献は、順次、ダウンロードが可能になっておりま

す。是非、一度ロータリー文庫のホームページにもアクセスして

みてください。４３ページから４７ページまでは、バンコク国際大会

（２０１２年５月６日～９日）の報告記事です。この模様は、５月２４

日の例会において、寿崎パストガバナーより詳細に報告されてい

ます。是非ご一読ください。なお、報告資料はクラブのホームペ

ージ（週報ダウンロード）より閲覧できます。次に縦書きのページ

です。２～６ページは、「本質を見抜く これからの環境 エネル

ギー問題」と題しての、東京大学名誉教授の養老孟子氏による

講演要旨記事です。昨今のエネルギー問題に関し、「エネルギ

ー消費の増加率が、実質的に経済の成長率だった。」従って、

「エネルギー問題が経済問題を支配している。」、「このような外

部のエネルギー消費が増えると相対的に人の価値が下がる。」、

しかしながら、「これからエネルギーレベルが下げるためには人

に戻すしかない。」、従って「エネルギー消費量を下げながら、人

の価値が上がっていく社会をつくるべき。」など興味深いお話で

す。是非、一読をお願いいたします。このほかにも、ご紹介した

い記事がたくさんありますが、時間の関係で割愛させて頂きます。

今回初めて「ロータリーの友」の紹介をさせていただきました。不

慣れなため、お聞き苦しい点も多々あろうかと思います。皆様方

のご意見やアドバイスをよろしくお願いいたします。 

 

 

スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君 

ガバナー補佐・下川様と西 RC 福島会長、浜島幹事のご来訪を

歓迎致します。 

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君 

杉田会員の安全功労者内閣総理大臣表彰を心よりお祝い申し

上げます。永年の御功労お疲れ様でした。 

○熊本第 4グループガバナー補佐下川幸一様 Ⅱ 

熊本南ロータリークラブ会員の皆様こんにちは！2012-2013 年

度熊本第 4グループガバナー補佐を仰せつかりました熊本中央

ロータリークラブの下川幸一と申します。本日はご挨拶にお伺い

いたしました。この 1 年宜しくお願い致します。浅山会長、漆島

幹事様のご活躍を祈念申し上げます。 

○熊本西 RC会長福島和家様・幹事浜島巌様 Ⅲ 

新年度に当たり親クラブ熊本南 RC に新会長福島・幹事浜島の

島々コンビで表敬のご挨拶に伺いました。浅山会長、漆島幹事

ご就任おめでとうございます。益々のご活躍とご発展を祈念致し

ます。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。 

○堀川貴史君・久峨章義君 

第 4 分区ガバナー補佐下川様、熊本西ロータリークラブ福島会

長、浜島幹事のご来訪を歓迎してスマイル致します。 
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○野田三郎君 

熊本第 4 分区ガバナー補佐下川幸一様のご来訪を歓迎しスマ

イルします。今年度ご指導いただきますようどうぞよろしくお願い

致します。 

○喜讀宣友君 

下川ガバナー補佐、西 RC、福島様、浜島様のご来訪を歓迎致

します。下川ガバナー補佐は、地域の青少協でお世話になって

います。最近は出席できずご迷惑をお掛けしております。頼れる

地域の兄貴分です。坂本さん（真面目な方）は夜の兄貴分で

す。 

○寿崎肇君 

熊本西 RC 会長幹事さんのご来訪を大歓迎致します。杉田会員

の総理大臣表彰は我が熊本南 RC の最高の名誉です。心から

お歓び申し上げます。7 月 23 日大津高校教頭先生が生徒の台

湾への修学旅行に台北大同扶輪社へのホームステイに参ります。

今年も宜しくお願いとのことでございます。お世話になります。 

○丸山浩之君 

熊本西 RC 浜島様のご来訪を心より歓迎致します。浜島様には

大変お世話になっております。 

○喜讀宣友君・渕田俊郎君・野口泰則君・堀川貴史君・ 

赤澤 剛君・元田亮一君・丸山浩之君・今村浩昭君・ 

瀬尾広夫君・倉崎保広君・田邉信一君・丸田秀一君・ 

平尾 豊幸君・現王園敏伸君・坂本幸樹君・井上雅文君・ 

稲留穂君・馬場大介君 

杉田大先輩の大臣表彰を祝して、スマイルさせて頂きます。おめ

でとうございます。 

○神谷平吉君 

  この度杉田会員には、熊本県防災協会会長を長年務められた

ご功績により、総理大臣表彰をお受けになりました。これは熊日

にも掲載されました。心よりお祝い申し上げますと共に、今後の

益々のご活躍を心より祈りあげます。 

○渡邉秀章君・玉田光識君 

杉田先輩この度は安全功労者内閣総理大臣表彰の受賞誠に

おめでとうございます。こころよりお祝い申し上げます。これから

もお元気にご活躍ください。 

○久峨章義君・後藤 博君・髙宮 宏君・野田三郎君・ 

原 裕一君 

杉田会員の安全功労者内閣総理大臣表彰おめでとうございま

す。良い冥土の土産になったことと思います。今後も熊本の為ご

尽力ください。 

○永井富士雄君 

杉田会員、安全功労者内閣総理大臣表彰おめでとうございます。

火災予防を通じて防火意識の普及に長年貢献されたことに敬意

を表しスマイルします。 

○星野誠之君 

杉田会員の受賞、心からお喜び申し上げます。最初新聞で杉田

会員の写真が目に入ったときは、悪いことをされたのかとびっくり

しましたが、内容を見て安心しました。これからも頑張って下さ

い。 

○渕田俊郎君・三角雄介君・元田亮一君・永井富士雄君・ 

 玉田光識君・渡邉秀章君・平尾豊幸君 

寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎致します。これから 1年間、

一緒に熊本での生活を楽しみましょう。困ったことがあれば何で

も気軽に相談して下さい。カウンセラー一同。 

○園田修司君 

先日結婚したばかりですが・・・7 月 7 日七夕の日に無事元気な

男の子が産まれました。元気に産んでくれた妻に、元気で生ま

れてきてくれた子に感謝、感謝です。これからは、責任ある親と

して、自分の行動を見直していきたいと思います。先輩からの

｢良き｣アドバイス宜しくお願い致します。 

○野口泰則君 

元事務局員の旧姓児玉美香、現園田会員夫人が 7月 7日 3318

グラムの男の子を無事出産されました。本当におめでとうござい

ます。少し高齢出産だったので心配でしたが、よかったですね。

園田さん、パパの感想はいかがですか。 

○坂本研一君・現王園敏伸君・原 裕一君・吉原コウイチ君・ 

野田三郎君 

園田君、七夕の日の第一子の無事誕生、誠におめでとうござい

ます。しっかりはげんで、２人目、３人目を期待しています。 

○渡邉秀章君 

ダイワハウスさんが特別協賛なさっている長崎県美術館の「シャ

ガール展」の入場券を先日平尾会員からいただきました。弊社

の女性社員が週末に見学に行き、とても感動したと報告してくれ

ました。私は彼女たちから長崎土産の中華菓子を貰いました。

お菓子を食べてしまったので平尾会員には何のお返しもできま

せんが、社内のコミュニケーションにも役立ち、本当にありがとう

ございました。 

○古財良一君 

昨日は、オハイエのささやかなコンサートに南ロータリーの方々

に来ていただいてありがとうございました。出演者の旅費、ギャラ

がまかなえました。 

 

 

杉田辰彦会員大臣表彰挨拶 

 

〇スマイル V 

50 年にわたり、防災を通じて事業所の安全

に貢献したとして内閣総理大臣より表彰され

ました。大変な光栄であり今後も防災に徹す

る覚悟であります。どうぞよろしくご支援くださ

いませ。 

 

 

 

 

寿崎奨学生自己紹介と奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○葉 夌（熊本大学大学院・台湾・カウンセラー渡邉秀章会員） 

皆様、こんにちは。台湾から来た葉と申します。31歳です。 

熊本大学社会文化科学研究科博士課程の一年生です。今年 3

月、妻と 1 歳の息子と一緒に熊本に参りました。台湾ではよくこう

言われました。「もう、いい歳なのに、今更留学する？いい仕事

を紹介してあげようかな？」僕は 18 歳から日本語を勉強してきま



 4 

した。台湾で日本語学科出身の人がよく勤めるのは、翻訳、出

版社、旅行会社、日系会社の営業マン、女性なら秘書などです。

台湾の大学で修士課程を卒業した僕にとって、就職難とは言え

ませんが、実は僕は来日する前、台湾では日本語塾で勤めてい

ました。しかし、日本現代文学を専攻する僕は、ずっと一つの夢

が心に潜んでいます。それは、日本文学の本場である「日本」と

いう土地で勉強したいことです。夢は夢のままで終わらせるのは

どうしてもできないですから、31 歳になっても、子供が生まれても、

熊本大学に留学することを決めました。それは、32 歳になっても、

イギリスに留学した夏目漱石から、勇気をもらったのもあります。

夏目漱石と言えば、日本近代文学の第一人者で名高い人物で

も、五高の英語教師として熊本に滞在したことのある人物でもあ

ります。夏目漱石に影響された僕が熊大に留学できたのに、何

かのご縁を感じています。今日はここで皆様にお目にかかるのも

何かのご縁だと存じます。今後とも、宜しくお願い致します。 

 

○RUMA（熊本大学大学院・バングラデシュ・カウンセラー三角雄介

会員） 

熊本市は自然が多く、九州の中心に位置していてとても良いとこ

ろです。また、きれいな空気、水、美味しい食べ物があり暮らしや

すいです。春の熊本城の桜の美しさには驚きました。熊本城は

特有の建築様式のおかげで難攻不落で、日本の有名な城の一

つです。私が初めて来たときには雨が降っており、最初は言葉の

不安がありました。今は、より良くなっています。私は日本の交通

システム、銀行システム、とりわけごみシステムが気に入っていま

す。買い物も、すべての商品に値段が表示されているので外国

人にもとても良いです。誰でも好きなものを買うことが出来ます。

私はどこかにバスで行きたいときに、バスの名前が分からず困り

ます。バスの路線図と名前が英語でも書いてあったらいいと思い

ます。熊本には外国人が多くいるので、その方が彼らが暮らしや

すいでしょう。私は日本人は誠実で礼儀正しく規則正しいと思い

ました。 

 

○辛 教燦（熊本学園大学大学院・韓国・カウンセラー平尾 豊幸

会員） 

私は熊本学園大学国際文化研究科の国際文化専攻修士課程

の辛教燦です。韓国の大学を卒業後、すぐに熊本に来ました。

2009 年 4 月から熊本で叔母が経営している韓国語教室で韓国

語の講師として仕事をしていました。去年からは NPO 法人東ア

ジア共生文化センターにも関わり、東アジア市民共生映画祭や

話してみよう韓国語熊本大会の実行委員として活動しています。 

初めて日本に来たのは中学校の時でした。その時に初めて日本

と言う国に関心を持つようになり、高校時代には奈良県にある姉

妹校に訪問し、日本人の友達も出来ました。そして、大学は日本

学科に入り、より深くて幅広く日本を学ぶことが出来ました。大学

の間、東京での 1 年間の留学を通じて日本の文化や実際の生

活を体験することができ、日本をさらに身近に感じるようになりま

した。私は大学時代からの色々な経験の中で、またこの数年間、

日本で韓国語を教えながら韓国の文化を伝えていく中で、日本

と韓国の文化の共通点と相違点に対して興味を持ち、更に専門

的に学びたい気持ちを強く持つようになりました。近年、日本と

韓国の文化交流が活発に行われ、お互いの文化に触れる機会

は増えていますが、その中で、お互いの文化の理解不足による

問題も色々生じています。そう言った問題の解決のために、文化

コンテンツによる異文化理解の研究を進め、修士と博士学位を

取得したいと思います。私はこの留学を通じて異文化理解の研

究を行い、卒業後はこの勉強や経験を生かして社会に貢献した

いと思います。まずは、日本と韓国が相互理解し互いに手を取り、

そして多文化・グローバル時代のリーダーシップを取れるような

手伝いを担いたいと思っています。そのために、まず熊本の全て

の韓国語教室と共同で日韓文化研究会を立て、文化コンテンツ

による両国の文化研究を行いたいと考えています。そこから、日

本と韓国の間で生じるトラブルの原因が何かを考え、根本的な

解決策を研究して行きたいと思います。 

 

○畢 露超（熊本県立大学・中国・カウンセラー元田亮一会員） 

皆さん、こんにちは。私は畢露超と申します。中国山東省から参

りました。この度、ロータリー寿崎奨学金に選ばれ、大変光栄に

思っております。ロータリー寿崎奨学金の関係者の皆様に心より

御礼申し上げます。私は中国の大学を卒業してから、日本に留

学にきました。最初は日本語学校で一年間日本語を勉強しまし

た。その後、熊本県立大学に入学して、今、熊本県立大学総合

管理学部に在籍し、ビジネス・アドミニストレーションコースを勉強

しております。大学に入学してから、日本人の学生と接触する機

会が多くなりました。日本人の友達ができて、日本についての異

文化理解を深めることができ、また日本文化に対する客観的な

再認識することもできて、とてもよかったと思います。去年、父が

経営している会社が倒産により、私、今、ジェイアンドジェイと言う

会社とマクドナルドでアルバイトをして学費と生活費を稼ぎながら

勉強を続けています。今年度、ロータリー寿崎奨学生になって本

当によかったと思い、感謝の気持ちいっぱいです。これからも努

力を重ね、多くの方々に支えられていることを忘れず、日々成長

していきたいと考えております。将来は日本と中国の橋渡しにな

っていきたいと思って、頑張っていきたいと思っております。 本

当にありがとうございます。 

 

○李 争徽（九州ルーテル学院大学・中国・カウンセラー永井富士

雄会員） 

皆さんこんにちは。私は、リ・ソウキと申します。中国の大連から来

ました。来日後、初めは日本 YMCAで日本語を勉強しました。先

生方は優しく、日本語と日本のマナーを教えて下さいました。難

しい試験を受けて、やっと大学に入ることができました。大変嬉し

かったです。現在は、九州ルーテル学院大学のキャリア・イングリ

ッシュ専攻科の 2 年です。大学で英語と就職に関して楽しく勉強

しています。また、多くの友達もできました。奨学金を頂けるように

なったので、アルバイトの時間を減らして勉強時間を増やし、一

生懸命勉学に励みたいです。そのほか、趣味のバスケットボール

をしたり、サークルを立ち上げたり、学内外のボランティア活動に

も積極的に参加していきたいです。大学卒業後は、大学で学ん

だことを生かし、日本の貿易会社に就職したいと思っています。

近い将来、熊本－大連間に航路ができるようなので、日本と中国

の未来に貢献できる働きをしたいです。 

 

 

 

【例会予定】    

７月３０日（月） 常任委員長就任挨拶 

８月６日（月）  会員卓話 平尾 豊幸君 

８月１３日（月） 会員卓話 濱田定勝君 

８月２０日（月） 未定 

 


