第１１例会記録(通算第 2539 回)
平成 24（2012）年１０月１日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」
来訪者紹介
熊本中央 RC ガバナー補佐 下川幸一様
熊本中央 RC 波佐間英樹様
阿蘇白水郷美術館 館長 松藤陽子様
国府高校 IAC 前田光子様
国府高校 IAC 川合由美様
国府高校 IAC 小山比佳莉様

国府高校インターアクトクラブの小山比佳莉さん、韓国研修旅行の報告立派でした！

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.米山奨学生卓話 ブ・チェン・ゴク君

会長報告（浅山弘康君）
本年度11回目、通算2,539回目の例会です。本日の来訪
者はガバナー補佐の下川さん、中央ロータリークラブの波
佐間さんです。心から歓迎いたします。本日の卓話は阿蘇
白水郷美術館の松藤陽子館長にお願いを致しておりま

１０/１５ 親睦活動委員会 IM
１０/２０ R 全国囲碁大会
１０/２６ 市域会長・幹事会
１１/１ 新入会員歓迎会
１１/２１ 中央 RC ゴルフコンペ

幹事報告（漆島典和君）
１．国連UNHCRより 「ヒューマン・シネマ・フェスティ
バル２０１２」のご案内
２．ボーイスカウト日本連盟より 第23回ボーイスカウ
トジャンボリーのパンフレットの送付

す。台北で開催予定の南阿蘇村岩戸神楽の話です。よろ

３．助成財団センターより オピニオン誌の送付

しくお願い致します。また、インターアクトの熊本国府高校

４．R財団より 「未来の夢ニュースレター」の送付

の前田先生、川合先生、生徒の小山さんです。歓迎いたし

５．ガバナー事務所より 公式訪問のお礼状

ます。会長報告です。プライベートの話で恐縮ですが、私

６．熊本市役所より 市電「緑のじゅうたん」寄付のお

の長男が中国広東省の東莞（とうかん）に住んでいます。東
莞は香港から車で約1時間30分の所に位置し、日本、台湾
等の工場が多い所です。尖閣列島の問題が発生し、9/15

礼状とサポーター証の送付
７．熊本市国際交流会館より 10月催し物案内の送
付

には東莞でもデモが行われ、日本料理店も被害にあいまし
たが、日本料理店でも例えばフラミンゴとか日本を連想させ

定例理事会報告１０/１

ない店は難を逃れたとのことでした。また、中国本土のニュ

①南阿蘇村神楽交流団「岩戸台北公演」について

ースでは日本が尖閣列島を国有化したことは流れても、暴
動関連のニュースは一切報道されなかったということです。
香港では暴動のニュースは放送されたが、すぐに別の映像
へ切り替わったとのことでした。個人的な見解ですが、国と
国とは問題があったにせよ、民間の交流はこのような時ほ
ど必要だと思います。

→順を追って承認手続き
②以前承認された HP の移行についての報告

例会変更のお知らせ

委員会報告

○西稜ＲＣ～月見の会の為場所変更

●親睦活動委員会（玉田光識君）

[日

会員誕生祝・結婚祝

時] １０月１５日（月）１８：３０～

[場 所] ちゃんこ料理「やっこ」
○熊本西ＲＣ～親睦会の為時間・場所変更
[変更前] １０月１６日（火）１２：３０～
[変更後] １０月１６日（火）１８：３０～
[場 所] 「オーデン」
○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

時] １０月３１日（水）１２：３０～

[場 所] ニューオータニ

出席報告（現王園敏伸君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６１名

４４名

74.58％

８４．２１％

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

０名（会員数には含まれません）

ガバナー補佐挨拶（下川幸一様）

[ 誕生祝 ]

[ 結婚祝 ]

野口泰則 君

１０．５

丸田秀一 君

１０．５

藤木正幸 君

１０．８

吉原コウイチ 君 １０．１０

鈴木勝志 君

１０．１２

永井富士雄 君

１０．１２

元田亮一 君

１０．１４

●インターアクトクラブ委員会（藤木正幸君）
中央 RC ゴルフコンペのお知らせ（波佐間英樹様）
○韓国研修旅行の発表
11月21日（水）

国府高校 IAC

8時15分開会式

小山比佳莉さん

場所 チサン CC 御船
プレー費
参加費

私は 8 月 6 日からの 3 日

9500円

間に韓国交流のため韓国

3000円

へ行きました。研修に行く前
言葉の不安があり、ずっと
「どうしよう」と思っていました。不安を抱えつつ、博多港に着
いたとき、熊本と大分の人たちがたくさんいました。皆、2 年
生 3 年生だったので 1 年生が一人なんだと思い、仲良くでき
るかも不安でした。船の中で熊本や大分の人たちとも仲良く
なり、韓国へ着きました。
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1 日目、まず、韓国の伝統衣装のチマチョゴリを着て、韓

国府高校 IAC 顧問

国の礼儀作法を学びました。韓国は挨拶をする時、男性と

前田光子先生

女性で手の重ね方やお辞儀の仕方が違いました。日本と似
てはいますが、とても細かいところまで決まりがありビックリし
ました。また、韓国の民謡の練習もしました。強く発音すると
ころや弱く発音するところ、リズムなどとても難しかったです。
けれど、練習を重ねるごとに出来るようになり嬉しかったで
す。
1 日目の夜、韓国のインターアクトの方々とホテルで初め
て会いました。どのようにして話そうか不安でしたが、韓国の
人が英語で話しかけてくれて、英語での会話は楽しかったで
す。ホームステイ先の家族の方は、温湿度計などを作る会社
の経営をしている方で、日本との貿易もあり、日本のことをよ

スマイルボックス（坂本研一君）

く知っていて素晴らしいと思いました。またそのような日本の

○浅山弘康君・中川順一君・漆島典和君

話題で盛り上がることが出来安心しました。

本日の卓話者阿蘇白水美術館館長松藤陽子様に心から

2 日目はホームステイの方と一緒に行動しました。移動中、

感謝します。当クラブへの来訪者、中央 RC のガバナー補

韓国の学生のみんなと楽しく会話をしました。ファッションや

佐下川幸一様、波佐間英樹様を歓迎致します。又、国府

メイクなど共通の話題がありみんなと仲良くなり、友達がとて

高校インターアクトクラブの前田光子先生、川合由美先生、

も増えました。午後は、釜山街へ行きました。屋台で昼食にト

小山比佳莉さんを歓迎致します。

ッポギ、キンパ、マンドゥを食べました。とても、美味しかった

○熊本第 4 グループガバナー補佐下川幸一様 Ⅱ

です。夜はホームステイの家族とドライブへ行き、海や夜景

クラブ訪問にお伺いいたしました。3 か月ぶりになります。

を見に行きました。ダイヤモンドブリッジというとてもきれいな

よろしくお願い致します。

橋を通りました。この 1 日、とても楽しく時間がたつのが早か

○中央 RC 波佐間英樹様

ったです。

南 RC の皆様、本日はお邪魔致しました。是非チャリティ

3 日目、ホームステイの家族とのお別れの時が来ました。

ーコンペのご参加よろしくお願い致します。私事ですが、

少しの間でしたが、家族の一員になれたような気がして、とて

坂本様、漆島様には大変お世話になっております。この

も別れるのが辛かったです。3 日目はホテルに泊まりました。

場をお借りいたしましてお礼申し上げます。昨日小物入れ

友達とホームステイ宅が恋しいと思い出を語り合いました。

を片付けていましたら宝くじが 20 枚ありました。今朝交換

そしていよいよ 4 日目、韓国から日本に帰る日となりました。

に行きましたら 5 万円当たっていました。今度御馳走いた

最初、韓国に行く時は不安と緊張でどうしようもなかったので

します！！

すが、韓国の方々と触れ合うことが出来て、3 日間という短い

○寿崎肇君

間でしたがとても悲しくなりました。ホームステイの家族、友達

先日の観月会大変楽しうございました。ありがとうございま

など出会った人たちみんなに感謝したいと思いました。

した。昨日は沖縄での商業界ゼミナールの報告会を元寿

この韓国研修を通して、言葉の通じない中で自立心が生

屋の OB の人たちに致しました。報告書も差し上げ大変喜

まれ、何事にも積極的に取り組めるようになりました。言葉や

ばれました。感謝してスマイルさせていただきます。ありが

文化の違いがあっても、自分自身が心を開き、誠実な態度

とうございます。

で接すれば、必ず思いは通じると学びました。このような経

○玉田光識君

験をする機会を与えて下さり、こころより感謝いたします。あり

本日の卓話者松藤陽子様に心から感謝します。

がとうございました。

○山本博史君
松藤陽子様本日のご来訪をありがとうございます、大変ご
無沙汰いたしております。卓話を楽しみにしております。
国府高校 IAC 顧問

○古財良一君

川合由美先生

本日の卓話者松藤さんの卓話楽しみにしてます。熊本と
台湾の文化交流万歳。
○後藤 博君
当クラブへの来訪者中央 RC の下川様を歓迎致します。
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○井上雄一朗君

○阿蘇白水郷美術館とは

下川ガバナー補佐の来訪を歓迎致します。下川さんは私

「秋の声が聞こえる柔らかな風を感じに来て下さい。」10 月号

の母の親戚にあたり、また毎年夏に亡き妻の兄夫婦と共

の熊本のタウン誌がそう紹介してくれています。

に息子たちをキャンプに連れて行っていただいています。

2000 年 10 月 10 日にゆるやかに流れる時間を大切にしても

また、子どもたちが楽しみにしていますので来年もよろしく

う一度、自然と共に生きていることもアートの一つだと感じて

お願い致します。

ほしい、と杉木立の中に開館しました。

○喜讀宣友君

若い作家を応援しています。作家（作品）と見る側の目線が

中央 RC 下川様(ガバナー補佐)、波佐間様のご来訪を心

同じであるようにと、展示にこだわっています。

より歓迎致します。

今年 11 月 21 日村の協力で台湾台北実践大学で若い作家

○原 裕一君 Ⅱ

が村の神楽をテーマにした作品展を致します。その作品の

中央 RC 波佐間英樹様のご来訪インターアクトクラブの小

中で神楽を舞います。

山様のご来訪を歓迎致します。

沢山の方に応援していただきたい。そう思います。

○坂本研一君
ガバナー補佐下川様と波佐間様のご来訪にスマイル致し
ます。波佐間様は、公私ともによき理解者であり、ライバル
でもあります。でもいつもちょっと僕の方が負けてます。肥

【例会予定】

え方もちょっと負けてるのが見てもわかると思います。肥え

１０月２２日(月) 外部卓話 濱田龍郎様

るのはどうでもよいですが他の事ではあなたに追いつき追

（九州ラーメン党理事長）

い越せで頑張ります。ゴルフコンペも同じ組で回れるなら

１０月２９日(月) 新入会員卓話 坂本幸樹会員

ぜひ参加致します。

１１月５日(月) 未定

○久峨章義君

１１月１２日(月) IAC 卓話

すいません早引きします。

１１月１９日(月) 外部卓話 鶴島厚子様

○田川憲生君

（ポラリスフォーシーズン代表取締役）

本日の例会はすぐに退席させて頂きます。当ホテルの内
定者との昼食、懇親会の為です。お詫びにスマイルしま

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

す。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

○平尾 豊幸君

日時：１０月２０日（土）１１：００～

今日は所用のため早退しますのでお詫びのスマイルで

内容：江津湖にて熊本を知る（清掃活動）と

す。

バーベキュー

○永井富士雄君
○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：１０月１７日(水) １６：００～

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。

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

外部卓話

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

阿蘇白水郷美術館
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

館長 松藤陽子様
「台湾の作品展につ
いて」
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