第２回例会記録(通算第 2570 回)
平成 25（2013）年７月８日

2013-14 年度 寿崎奨学生と担当カウンセラーの皆さん。一年間がんばって下さい！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「われらの生業」
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来訪者紹介
熊本西ＲＣ会長 徳田竜之介様
熊本西ＲＣ幹事 本田一夫様
寿崎奨学生
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孫 文静君
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劉 暁慈君
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張 伊欣君

とともに 30 年間歩まれ、ご経験から発せられる貴重なその
一言ひとことに深く耳と心をかたむけたいと思います。
幹事報告（今村浩昭君）
1. 第 2720 地区インターアクト委員長より第 29 回インターアクト
年次大会について届いております。
2. 例会終了後定例理事会を行います。関係者の方は出席をお

会長報告（野口泰則君）
新年度になりまして、2 回目となる本例会です。しかしな

願い致します。

がら私には、10 回ほど例会を終えているような気がしており
ます。それは新年度がスムーズな幕開けとなっていることに
ほかなりません。あらためまして熊本南ロータリークラブ会

出席報告（永井富士雄君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

５８名

４６名

79.31％

80.00％

員の皆様へ深く感謝申し上げます。さて本日、熊本を含む九
州北部が梅雨明けしたとの発表がありました。これで日本全
国が梅雨明けしたことになりました。梅雨明け後の晴天のよ

出席規定適用免除者

6名

欠席記録免除者 0名

うに晴ればれとした気持ちでいきたいと思います。本日は、
熊本西ロータリークラブから徳田竜之介会長・本田一夫幹事

名誉会員

０名（会員数には含まれません）

がお越しくださり、寿崎奨学会より 8 名の奨学生もいらっし
ゃいました。どうぞ、心ゆくまで熊本南ロータリークラブを

第1回定例理事会報告

楽しんで行かれてください。卓話では、私をロータリアンと

・事務局員本採用について→承認されました（特例）

して鍛えてくださった鈴木勝志パスト会長が、姉妹クラブの

・感謝状の贈呈について（豊増千鶴男会員）→会長経験者かつ

歴史と伝統についてのお話をしてくださいます。姉妹クラブ

会員歴３０年以上対象で承認されました

・豊増千鶴男会員・吉原コウイチ会員が6月30日を以て退会→

●寿崎奨学会委員会（永井富士雄君）

承認されたことが報告されました

自己紹介と奨学金交付
○劉 暁慈（熊本大学大学院・台湾・カウンセラー永井富士雄会

例会変更のお知らせ

員）

○西ＲＣ～暑気払い＆新入会員歓迎会の為時間場所変更
[日

程] ７月２３日（火）１２：３０～

[変更前] １２：３０～
[変更後] １８：３０～
[場

所] オーデン

○りんどうＲＣ～新入会員歓迎会の為場所変更

皆様、こんにちは。今年の奨学生の劉 暁慈（リュウ ギョウジ）

[日

程] ７月２５日（木）１９：００～

でございます。私は台湾人で、熊本に来てから今月（2013年7月

[場

所] 未定

現在）で1年4ヶ月になります。私は日本語のコミュニケーション力

○西ＲＣ～定款に基づき休会

をもっと高めたい、大好きな日本をもっと知りたい、自身の専門

[日

程] ７月３０日（火）１２：３０～

についてもっと深く学びたい、視野をもっと広げたい、もっと心を

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

磨きたいという覚悟を抱いて、塾の日本語を教える仕事を辞め、

[日

主人と一緒に２歳の息子を連れて熊本に留学に来ました。今は

程] ７月３１日（水）１２：３０～

ドクターコースの一年生で、熊本大学の社会文化科学研究科で
新入会員自己紹介（岩野 衆次君）

日本近現代文学を勉強しております。私は小さいころから日本
文化に高い関心を持っています。日本のものに深い興味を持っ
ている一方、国際交流が大好きです。帰国したら、大学の日本
語学科の教員になって、言語力を生かして日本・台湾の架け橋
になりたいと存じます。今回はロータリー寿崎奨学金を受給させ
ていただき、例会に参加させていただき、心から感謝しておりま
す。皆様と交流する機会を頂きありがとうございます。皆様、この

７月１日に歴史と伝統、格式のある熊本南ロータリークラブに入

一年間どうぞよろしくお願い申しあげます。

会させていただきました岩野です。本日は二回目の自己紹介という

○呉 海燕（熊本大学・中国・カウンセラー現王園敏伸会員）

ことで、趣味の話しをいたします。私は海が大好きです。海で泳ぐこ
とから魚の飼育、魚を食べることまで海関係全般が大好きです。
中学卒業後、船乗りを目指して山口の大島商船高等専門学校に
進みました。その辺から海が大好きになったようです。沖縄勤務時
代は毎週のように海に行きダイビングのライセンスも取りました。自
宅ではマリンアクアリウムといって１０年以上も海水魚を飼育しました。

私は熊本大学から参りました、呉海燕と申します。出身地は中

天草の牛深の茂串海岸は最高ですね。沖縄のようなコバルトブル

国山東省威海市です。2007年高校を卒業し、2008年に来日しま

ーの海が広がって熱帯魚もいるし家族を連れて何度もキャンプに

した。2010年まで日本語学校で日本語を勉強していました。今

行きました。今は煮魚をよく食べています。前任地の宮崎では刺身

は法学部法学科の4年生として企業に向けるベーシックコースを

料理はありましたが、なかなか煮魚を食べさせるお店が少なくて煮

専攻しています。法的知識を勉強して、将来日中貿易に関する

魚に飢えていました。先日も鯛のあら炊きを食べましたが、お店の

会社に就職して、日中貿易が円滑に進められるように自分の力

方から「きれいに食べましたね」と褒められました。熊本の海を満喫

を尽くしたいと思います。 寿崎奨学会の奨学生に採用いただき、

したいと思っています。

心より感謝しております。これから自分の研究を取り込みながら、
感謝の気持ちを込めて、ロータリー精神を貫きたいと思います。

委員会報告

○張 瀚丞（熊本学園大学・中国・カウンセラー丸山浩之会員）

●雑誌委員会（山本博史君）

皆さん、こんにちは、私は中国からの留学生張カンショウと申
します。今年 23 歳で中国のチンタオに生まれました。2010 年か
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ら 2012 年まで、私は熊本 YMCA 日本語学校で１年半ぐらい日本

○張 伊欣（崇城大学大学院・中国・カウンセラー坂本研一会員）

語を勉強しました。2012 年 4 月に熊本学園大学に入学し、今は
学園大学の商学部商学科の 2 年生です。私の性格は明るくて、
友達を作ることが好きです。勉強以外の時間には本を読んだり、
ギターを弾いたり、友達と遊んだりすることにしています。去年、
わたしは大学の生活になかなか慣れませんでした。授業でたま
に先生が言う内容がわからなかったこともあります。しかし、そん
な時は授業のあと、図書館で一生懸命復習して、最後の期末テ

私は8年前に中国山東省より日本に来て、現在崇城大学博

ストで専門科目が全部 S か A といういい成績を取りました。今年も

士後期課程で中国における歴史遺産的な町並みの保存と活

授業に欠席をせず、遅刻もしないように毎日頑張っています。最

用に関する研究をしています。学部の卒業研究では、中国

後にご臨席の皆さん、今回の例会に参加させて頂き、奨学金を

の現在の都市環境を交通ネットワークの面から熊本市の都

与えてくださったこと、ほんとに心から感謝しています。

市環境と比較しながら捉えることによって、中国の新しい

○孫 文静（熊本学園大学・中国・カウンセラー渡邉秀章会員）

都市空間の提案を行いました。また大学院修士課程の研究
では、世界文化遺産地の曲阜市の都市計画を例として研究
しました。学部でデザインを学び、都市環境に関する卒業
論文を書いたものの、デザインに関する知識と能力はまだ
十分ではないと思い、修士課程に進み研究するとともに、
デザインの能力も高めたいと思い現在に至っています。最
終的には大学の教員になる事を夢見ています。都市環境に

皆さん：こんにちは！熊本学園大学商学部商学科の一年生

対するデザイン計画や提案が必要なのは中国や日本だけで

孫 文静と申します。1992 年 10 月 20 日に生まれました。出身は

なく、世界の全ての国々が必要としています。国や地域に

中国の江蘇省です。江蘇省は中国の上海に近いです。とてもに

よって、また住民の習慣などによってデザインの提案や計

ぎやかなところだと思います。2011 年 10 月 5 日、日本に留学し

画は異なるため、様々な言語や文化、習慣、差異を深く理

て来ました。来たあとは、福岡の日本語学校で一年半の日本語

解しなければ適切かつ優れたデザインは出来ないはずです。

を勉強しました。今年の 3 月、日本語学校を卒業してから、4 月、

また大学の教員になれば、豊富な知識や人とのコミュニケ

熊本学園大学に入学しました。将来、卒業したら、学校で勉強し

ーション能力、学生を適切に指導・教育することも要求さ

た知識を実際の仕事に生かしたいです。国へ帰ったら、中国の

れるので、色々な条件を備えていなければならないと思い

上海で日中の貿易に関する仕事をしたいです。どうぞ、よろしく

ます。博士課程を修了したらまず日本企業に就職して経験

お願いします。

を積み、その後大学教員になって授業以外の時間を活かし、

○那 日那（崇城大学・内モンゴル・カウンセラー井上雅文会員）

中国と日本の行政機関の環境デザイン関係部門と協力して
デザイン計画を提案し、教育と研究を両立させて、中国の
環境改善に尽力したいと思っています。
○楊 楊（熊本県立大学・中国・カウンセラー園田修司会員）

皆さんこんにちは。私は那

日那と申します。中国内モン

ゴルから来ました。日本に来て一人暮らしを始めてもう 3
年と 3 ヶ月になりました。3 年と 3 ヶ月と言えばモンゴルに
いる両親にはすごく長い時間ですが、私にはあっという間ぐ

私は中国の出身の楊楊と申します。日本へ来てから2年にな

らい短い感じです。自分はこの 3 年の間にすごく成長したと

りました。日本へ来たばかりのとき、崇城大学の留学生別科で

思いますが、日常生活の中の色々なことから見ると自分はま

ひらがなとカタカナから日本語を勉強していました。今、熊本県

だまだ甘いと思います。これからも時間を大事にして、自分

立大学の総合管理学部で勉強しています。よろしくお願いしま

の経験を増やしながら、社会に出る準備をきちんとして行き

す。私は日本へくる前はずっと家族と暮らししていましたので、

たいと思います。

日本へ来てから一人暮らしになって、一人暮らしの大変さが分
かるようになりました。日本へ来て、自分の視野を拡大しただけ
ではなく、自身の生活能力も鍛錬することができました。日本に
来て本当によかったと思います。 私の夢は将来いつか中国に
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帰って、自分の貿易会社を作ることです。そのために、大学及

○野口泰則君

び大学院でビジネスアドミニストレーションについて勉強したい

今日の卓話の姉妹クラブの活動・歴史について鈴木パスト会

と思います。今回、私はこの奨学金をいただくことになり、大変う

長にお話し頂けますことを心より感謝し、スマイルします。

れしく思いました。留学生として、日本人と同じように勉強する

○寿崎肇君

Ⅴ

のはとても大変です。日本人の何倍も努力しなければなりませ

長く欠席をしてご心配・ご迷惑をお掛けしました。入院中外出

ん。私は皆様に感謝する気持ちを忘れず、日々勉強に励みた

許可で寿崎奨学育英財団の祝賀に出席させて頂きました。浅

いと思います。本当にありがとうございました。

山直前会長他発起人の方々のお陰で感涙にむせぶ日でした。

○黄 讌涵（九州ルーテル学院大学・台湾・カウンセラー古財良

退院しまして宮崎鹿児島大分の寿崎育英財団の奨学金交付

一会員）

式を終え、22日よりリスボンでの RI 国際大会に出席し6/29帰国、
7/1ガバナー懇談会7/2財団セミナーに出席、無事本日の例会
に出席でき、感謝してスマイル致します。
○岩野 衆次君
この度は歴史と伝統、格式のある熊本南 RC に入会させて

皆さんこんにちは。九州ルーテル学院大学の黄

讌涵と

頂きありがとうございました。1日も早く皆様のお顔とお

申します。よろしくお願いします。本日ロータリー寿崎奨学

名前を憶えて沢山のお話をさせて頂きたいと思っていま

会の交付式を開いて頂き、本当にありがとうございます。私

す。

は2011年10月台湾から来ました。最初は崇城大学の留学生別

○吉行邦夫君

科で日本語を勉強し始めて、今年九州ルーテル学院大学に入

先月アメフトをやっている次男が退院してきました。私と同じく

学しました。今、専攻はキャリア・イングリシュです。熊本

骨折です。同じ年に我が家で2人も骨折して入院するなんて。

に来て沢山の人々から特に先生方など色々助けてもらった

お祓い代わりにスマイルします。

ことを忘れずに感謝しています。日本での留学は自分の夢な

○齊藤直信君

ので、今まで慣れなかったこともないし、辛い思い出もあり

7/7新馬戦でサン・グラスが勝利、もしかしてクラシックへの期

ません。毎日目覚めて今日はどんな良いことが起こるかなと

待が高まります。

思っています。ですから、今後日本での授業や生活など必ず
頑張り続けるだけでなく、ボランティア活動にも参加したい

●会員卓話（鈴木勝志君） 台北大同扶輪社３０周年について

です。他の人々が幸せになる事をしたいからです。しかし日
本語を勉強し始めてまだ1年７ヵ月なので日本語がうまく話
せません。これからも色々ご迷惑をお掛けするかもしれませ
んが、ご指導の程よろしくお願いします。
●スマイルボックス（三角雄介君）
○徳田竜之介様・本田一夫様（熊本西 RC）

ロータリーについて私の感じていることですが、私は１９７６年

熊本西 RC 第28年度会長・幹事の徳田竜之介、幹事の本田一

第１６代松尾三郎会長の時に入会させていただき、37年になりま

夫です。1年間よろしくお願い申し上げます。熊本南 RC 様のご

す。ロータリアンがオイ（老いた）タリアンになってしまいました。2

発展を心よりお祈り申し上げます。

人のスポンサー（紹介者）に、毎回隣に座ってもらい例会に出席

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・藤見泰之君

しました。 「出席することぞ」当初2年間は、あらゆる行事に参加

熊本西 RC 徳田会長・本田幹事のご来訪、また、寿崎奨学生8名

しました。参加要請があれば全て参加しました。参加していくうち

のご来訪を歓迎しスマイルします。

に、自分のロータリー感、ロータリーとは、ということがわかる気が

○永井富士雄・現王園敏伸君・丸山浩之君・渡邉秀章君・井上雅

しました。 「ロータリーは勤めやすいですよ」すなわち、会社勤

文君・坂本研一君・園田修司君・古財良一君

めのように誰々のために出席するのではなく、ロータリーは自分

寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎いたします。これから一年

のために出席するのです。 「四つのテストぞ」 多々良イズミ会

間一緒に熊本での生活を楽しみましょう。ロータリーのイベントに

長の言葉です。真実か・公平か・友情を深めるか・みんなのため

もどんどん参加して交流を深めて下さい。困ったことがあれば何

か、これに照らし合わせて行動すること。会長を務めた時、何か

でも気軽に相談して下さい。

問題があれば必ずこの四つのテストに照らし合致していればＧＯ

○坂本研一君・現王園敏伸君・平尾豊幸君・井上雅文君・園田修

を出しました。すなわちロータリー的であると判断しました。私は

司君・松本嘉七君・古財良一君・三角雄介君

いまだに四つのテストを大事にしています。ロータリークラブの中

寿崎パストガバナーのお元気な顔を拝見でき、喜びのスマイル

だけでなく世の中、社会の中、立派に通用するのではないでしょ

です。これからもお体にはお気を付け下さい。

うか。
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