
 
 

 

 

 

 

第２９回例会記録(通算第 2557 回)  

平成 25（2013）年３月１１日 

 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

寿崎奨学生 葉 夌君 

寿崎奨学生 ＲＵＭＡ君 

寿崎奨学生 DUONG HOANG SON 君 

寿崎奨学生 辛 教燦君 

寿崎奨学生 李 争徽君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

６２名 ４１名 70.69％ ８１．３６％ 

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） 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉ＲＣ～親睦会の為日時変更 

[変更前] ３月２６日（火）１２：３０～ 

[変更後] ３月３０日（土）１２：００～ 

[場 所] 寺田邸 

 

○熊本東ＲＣ～「第35回新世代の為の青少年卓球大会」 

の為時間場所変更 

[変更前] ３月２６日（火）１２：３０～ 

[変更後] ９：００～ 

[場 所] 熊本市総合体育館 大体育室 

 

 

会長報告（浅山弘康君） 

就業規則の改正について 

就業規則の改正は、例会終了後の定例理事会で承認いた 

だくことしております。 

ポイントとしましては、クラブの財務事情に沿った 

（1）賞与 

（2）退職金規定の改定 

４月より勤務いただく新事務局員の方からの適用となりま 

す。 

 

幹事報告（漆島典和君） 

１．2013～2014年度 国際ロータリー第2720地区 地区協

議会開催のご案内が届いています。 

 日程は4月21日（日）人吉カルチャーパレス・人吉スポー

ツパレス 

 

今年度の寿崎奨学生、最後の例会出席でした。今後のご活躍を期待しています。 

 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 中村花誠様 

（舞踊家・鳴物師）  

        

  
 

４/８ 花見の会＠江藤ボートハウス 

４/１３ 米山オリエンテ－ション 

４/１５ 職場訪問＠熊本ワイン(株) 

ワイン会＠松葉 

４/２０ 玉名中央ＲＣ３０周年 

＠ホテルしらさぎ 

４/２１ ２０１３－２０１４地区協議会 

＠人吉カルチャーパレス 
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○熊本グリーン RC～「観桜例会」の為場所変更 

[変更前] ４月１日（月）１８：３０～ 

[場 所] 日本料理「泉里」 

 

○熊本東 RC～「花見例会」の為時間場所変更 

[変更前] ４月２日（火）１２：３０～ 

[変更後] １９：００～ 

[場 所] 「ダイニングカフェ彩」 

 

 

●3月11日定例理事会報告 

1. 就業規則改定→ 承認 

2. 事務局を運営、監督する運営委員会の設置 

  → 幹事、会計、広報の 3 名で構成 

3. 病気欠席者の取り扱いについて 

→ 診断書の提出で出席扱いとする 

4. 台北大同扶輪社への訪問（3/25～）は公式訪問とし、ス 

マイル 5 万円 

5. 退会届が、河口義弘会員、瀬尾広夫会員より提出あり 

→ 承認 

  なお、瀬尾会員については後任者が入会予定 

 

 

委員会報告 

 

●雑誌委員会（髙宮 宏君） 

「ロータリーの友」３月号のご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。 

１ページは、田中 RI 会長メッセージです。 

「青少年交換が平和を築く」と題して、若者に力を注ぐことで、

ロータリーの未来と、より平和な世界を築くことが出来ること

や、新たな世代にロータリーを引き継ぐことが出来ることなど

を述べられています。 

東日本大震災から今日で丁度丸二年が経ちました。５ペ

ージから１０ページは、外国人写真家による福島県新地町か

らの被災地現地レポートです。地元の人によると、多くのマス

コミは福島県の姿を違ったものに塗り替えているのだそうで

す。マスコミは、否定的で、ものすごく悲しい話をもっている

のだそうです。彼らが、新地町を取材で訪れた時、彼らには

ストーリーが出来ていて、自らが作った悲劇を完成させるた

めに、ネガティブでかわいそうな人たちの役を探すことに目

を向けていたそうです。我々は、現地の本当の姿をもっと知

る必要があると感じさせる記事です。是非ご一読をお願いい

たします。 

１１ページから１３ページは、陸前高田 RC からの東日本大

震災の報告並びに支援へのお礼の記事です。投稿者ご本

人の体験として、津波の第１波、第２波と次々に犠牲になら

れる方々の様子や、避難場所に津波が押し寄せて、ご本人

も観念されたことなどが生々しく報告されています。その後の

沢山の支援や復興の様子などもわかりやすくまとめられてい

ます。我がクラブからも、東北の被災地に対して乳幼児用の

粉ミルクなどを支援しています。この記事も是非ご覧くださ

い。 

３月１１～１７日の、「世界ローターアクト週間」にちなみ、１

７ページから２１ページは、ロータリーアクトクラブの活動記事

です。多くのロータリーアクトクラブは、少人数の活動であっ

たり、会員数の減少のなかで工夫を凝らして活動されていま

す。是非、ローターアクトクラブの活動にご理解を頂き、現在、

活発に取組中の熊本南ローターアクトクラブの活動にもご支

援・ご協力を頂きたいと存じます。 

２８ページから３２ページは、RI 会長エレクトのロン・バート

ン氏の紹介記事です。引き続いて、３３ページから３７ページ

は、２０１３年国際競技会リポートです。これらの中で、ロン・

バートン会長エレクトは、２０１３－２０１４年度のテーマを「ロ

ータリーを実践し みんなに豊かな人生を」としたことが発表

されています。 

次に、縦書きのページです。２ページから６ページは、講

演要旨記事です。今回は、「日本人のこころと平和」と題して

の本田悦朗 静岡県立大学教授のお話です。教授は、日本

の平和を守り、世界の平和に貢献していくためには、米ソの

冷戦が終わった時に、次の時代を生き抜く日本の戦略を、も

っと真剣に考えておくべきだったとおっしゃっています。憲法

をどうするのか、国の安全保障体制をどう構築するのかにつ

いてです。教授は、「平和」の定義についても「正義の平和」

と「不正義の平和」があると述べられます。 

 15 ページのバナー自慢のコーナーに熊本江南 RC のバナ

ーが出ています。25 ページの ROTARY AT WORK のコーナ

ーに荒尾ロータリークラブの 35 周年記念行事の「日本一の

ﾊﾞﾝﾄﾞとの共演」に中高生感動の記事が出ています。 

28 ページ、上記と同じコーナーに「ひのくに高等支援学校で

のビジネスマナー研修」の開催の記事が出ています。 

 

●寿崎奨学会委員会（渕田俊郎君） 

寿崎奨学生 李 争徽君 

皆さん、こんにちは、九州ル－テ

ル学園大学李争徽と申します。今

日は 3 月 11 日、東日本大震災から

今日二年になります。日本だけで

はなく、世界で追悼の集会が行わ

れています。今日私も東日本大震

災で犠牲となられた方々への追悼をしたいと思います。被災

地の皆さんには頑張ってほしいと思います。日本の力を信じ

ています。 

 そして、今日は最後の例会です。とりえず、ここで私はカウ

ンセラーの皆さんに本当に感謝したいと思います。私は去年

の七月に奨学金をもらいました。そろそろ一年になります。こ

の一年間で、奨学金のおかげで、私はアルバイトの時間を

減らして、一緒懸命勉強しました。そして、たまたまカウンセ

ラーと一緒に食事会ができたのは本当に楽しかったと思いま

す。私は今年の四月から三年生になりますので、いろいろな

就職活動がいよいよ始まります。熊本でたくさん友達を作りま

したので、できれば熊本で就職したいと思います。熊本は本

当にいいところ、住みやすくて、勉強に集中ができると思い

ます。あと二年の大学生活をもっと頑張りたいと思います。 

 最後日中の交流をはかるために、今年の八月に、うちの大

学の日本人のクラスメイトを自分の中国のおうちにホムスデさ
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せる予定です。自分ができるところから日本と中国の交流を

深めていけたら、うれしいと思います。以上です。ありがとうご

ざいました。 

 

寿崎奨学生 辛 教燦君 

こんにちは。熊本学園大学国際文

化研究科の辛教燦と申します。この

1 年間ロータリー寿崎奨学会の奨学

生として皆様に支えていただき、安

心して勉強することが出来ました。

心から感謝しております。私は学業以外に「NPO 法人東アジ

ア共生文化センター」で活動しています。寿崎ロータリー奨

学生の皆さんもアジアの国々からの留学生なので、力を合

わせて皆で共に生きる社会を目指して頑張りたいと思ってお

ります。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

 

寿崎奨学生 ＲＵＭＡ君 

Thanks for invite me in your nice 

meeting. Please see in below my 

speach that I gave in this meeting. 

Wish all the best. Thanks again to 

Rotary-Suzaki club and to all of you. I 

pray for long life to all of you. 

Wish all the best of Rotary-Suzaki club. 

My speach as follow:こんにちは。皆さん、熊本大学ドクター

のルーマです。私は、南アジアにあるバングラディシュから

来ました。私は経済的に学生を支援してくれる寿崎育英財

団の皆さんにとても感謝しています。私の研究は水中でのパ

ルス放電を用いた水処理に関するものです。日本はとてもい

い国で素晴らしい丘が多い地域で空気はよく、環境もよいの

で、日本が大好きです。もし皆さんに時間があれば私の国へ

招待します。 

寿崎奨学生 葉 夌君 

皆様、今日は。台湾から来た葉

と申します。この一年間、いろい

お世話になっております。心から

感謝意を申し上げます。 

去年の三月に日本に来ました。 

ちょうど今と同じように、桜が咲くこ

ろです。 

台湾にいたとき、何年間も大学の日本語学科で勉強しました。

実際に日本に来てから、学校での勉強の不足が分かるよう

になりました。また、日本の素晴らしさを実感しました。 

皆様のお蔭で、最初の一年間無事に終わりました。また二

年間熊本にいる予定ですから、これからも宜しくお願い致し

ます。 

 

寿崎奨学生 DUONG HOANG SON 君 

 

 

 

 

 

 

 

●スマイルボックス（坂本研一君） 

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君 

  本日の卓話者・杉田大先輩に心から感謝します。  

当クラブへの来訪者・寿崎奨学生の皆様を歓迎いたしま 

す。 

 

○渕田俊郎君・玉田光識君・永井富士雄君・渡邉秀章君・ 

  平尾豊幸君・三角雄介君・元田亮一君 

寿崎奨学生の皆さんのご来訪を心から歓迎します。 

例会でお会いするのは今日が最後ですが、これをご縁に

末永いお付き合いをお願いします。 

 

○杉田辰彦君 

久しぶりに卓話をします。緊張で足が震えております。 

みなさんちゃんと聞いていて下さいね。 

 

○吉本栄一君 

本日の卓話者・杉田辰彦様に心から感謝します。 

楽しみにしています。 

 

○瀬尾広夫君 

私こと、3 月 31 日をもって、NTT ドコモを退職いたします。 

それに伴い、熊本南ロータリークラブも退会いたします。 

これまでに皆様方から頂いた温かいご指導・ご支援に心

から感謝いたします。本来であれば、例会に出席し直接

皆様にご挨拶すべきところですが、スケジュールの都合に

より、例会出席がかないませんのでスマイルで失礼いたし

ます。ありがとうございました。 

 

○寿崎肇君 

3 月 8・9 日の第２７２０地区大会に参加いたしました。 

多くの会員が参加されましたので私の報告はありません。 

勉強になりました。「入りて学び出でて奉仕せよ」事業成功

の秘訣を教えておりますロータリーだと強く感じました。 

この意味を解釈して若い人に伝えたいと思いました。 

ありがとうございました。 
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会員卓話（玉田光識君） 

「識字教育について」 杉田辰彦君 

すべての人に教育を 

2000 年 4 月、セネガル

の首都ダカールで開か

れた「世界教育フォーラ

ム」で、164 ヶ国の政府

及 び ド ナ ー 機 関 が 、

EFA（Education for all

＝すべての人に教育を）の６つのゴール（１ 乳幼児のケア

および教育の拡大 2 青年と成人のための学習機会の提供 

3 教育におけるジェンダーの格差解消と平等 4 教育の質

の向上 5 識字の拡大 ６ 初等教育遍化の達成）を達成

するための行動枠組みを採択しました。EFA のゴールは、

2015 年までに非識字者の数を半減させ、すべての子どもが

学校に通えるようになることを目標にしています。 

 同じく 2000 年にニューヨークで開かれた国連ミレニアム・サ

ミットでは「ミレニアム開発目標」がまとめられ、女性の識字率

を改善することなどが指標として挙げられました。 日本ユネ

スコ協会は世界寺子屋運動として識字率の低い国々に対し

て「すべての人に教育を」の世界の動きとともに活動していま

す。 

※ 世界寺子屋運動は 20 年以上の支援活動を続けていま

す。 

※ 寺子屋は江戸時代、身分に関係なく学べる場所として、

日本社会に根ざし、日本の近代化の基礎を担ったとい

えます。 

7 億 9600 万人（2012 年現在）これは、文字の読み書き・計

算ができない大人（15 歳以上）の数です。 実に世界の成人

人口の 5 人に 1 人が、生活に必要な基礎的な読み書き・計

算ができません。 

※ 道の真ん中に看板がたててありました。 

「地雷危険」でも文字が読めません。 そう、ときには命

に関わることも。 

6700万人（2012年現在） これは、世界中で学校に通えない

子どもたち（６～11 歳）の数です。 教育を受けられない理由

は各国・各地域・各家庭さまざまですが、その背景には「貧

困の連鎖」があるといわれています。 

現在世界寺子屋運動を展開している国 

 １ カンボジア    ２ アフガニスタン    ３ ネパール 

  ４ ラオス    ５ インド 

☆ カンボジア・アンコール寺子屋 

・成人識字率（15 歳以上） ： ７８％ 

・開始年 ： 2006 年 

※2011 年度は、538 人の村人が９ヵ月間の識字教育を卒業、

そのうち８割は女性でした。また、読み書きのできない人の４

８％が識字者になりました。今後、８０％達成に向けて活動

中。 

☆ アフガニスタン寺子屋 

・成人識字率（15 歳以上） ： ２８％ 

・開始年 ： 2002 年 

※30 年以上に渡る戦争により、いまだに 10 人のうち 3 人し

か読み書きができません。特に、麻薬の原料となるケシの栽

培で簡単に収入を得ており、青少年に向けて麻薬の恐ろし

さを伝える講習会も開いている。 

☆ ネパール寺子屋 

・成人識字率（15 歳以上） ： ５８％ 

・開始年 ： 2002 年 

※貧困やカースト、女性への差別によって女性の識字率は４

５％にとどまっている。 

☆ ラオス・ルアンパバン寺子屋 

・成人識字率（15 歳以上） ： ７３％ 

・開始年 ： 2008 年 

※山岳地帯の人々の収入向上のためのクラスとして識字教

育とともに、2011 年度は、養豚、養鶏、養山羊、家庭菜園、

キノコ栽培のトレーニングを実施した。 

☆ インド・ゴカック寺子屋 

・成人識字率（15 歳以上） ： ６３％ 

・開始年 ： 2002 年 

※経済成長の著しい発展する都市部と比べて農村部の女

性の識字率は低く、発展についていけないのが現状です。 

 

【例会予定】 

4/1  外部卓話  海外青年協力隊 山田麻樹様 

4/8  未定 

4/15 外部卓話 光輪寺住職 岩男慎治様 

4/22 未定 

 

【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：4 月 4 日（水）20：００～ 

場所：西部ガス 

内容：30 周年記念式典準備 

 

日時：4 月 14 日（日）１3：００～ 

場所：西部ガス 

内容：未定 

 

○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：４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（他団体が施設を利用する場合や生徒

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。 


