
 
 

 

 

 

 

3月 31日をもって退会となりました、赤澤 剛会員と現王園敏伸会員。お世話になりました 。 

気付きになられることでしょう。解決への歩みのなか

には必ず「与えること・もの」の重要性がございます。

そこからは本質を理解することができます。人生のあ

らゆる出来事のなかにある本質を知ることにより、豊

かな心と共に喜びのある人生を築かれるでしょう。そ

して、もうひとつ、次の様な考え方もございます。現

在までの人生を花とすれば、未来は蕾で溢れている。 

 

 

出席報告（藤見泰之君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

６１名 ４２名 75.00％ ８９．０９％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

すべての出来事は、あなたへのギフトである。人生の

あらゆる出来事は、あなた「に」起こるのではない。

あなた「のために」起きるのである。これ以上、最悪

な事態はないと感じることもあるだろう。しかし、そ

れもあなたの人生へのギフトなのだ。どう活かすかは、

あなたにかかっている。失敗から学び、修正を重ねな

がら、即今へ集中し、良い結果を引き出してゆけば、

自ずと解決への扉は開かれるでしょう。人生の岐路に

立ち、最悪な事態を解決したいと思ったとき、自分に

とって正しいと思う決断は、自らがその決断を信じる

ことができ、更に、その決断が向かうべき焦点も定ま

っているはずです。決断は行動となって鼓舞されるこ

とでしょう。最悪な事態が繰り返し起こる場合は、生

きる道が指示されているのだと思います。たとえ前向

きな考えがあろうとも、その場に佇んでいるのでは、

それは真の決断とはいえません。すべての出来事を感

謝の心で受け容れ、真摯に向き合うことで、困難から

学ぶものは「得ること・もの」だけではないことにお 
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2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.RAC 卓話 富永藍香君  

        

 

              

  

        

  
 

４/１０ 台北大同RC創立 30周年記念式

典＠台北 

４/１４ 2014-15 年度 熊本第 4G会長会 

     ＠ホテル日航熊本 

４/１７ 熊本市域 RC 会長・幹事会 

＠ホテルエミナース 

４/２０ 第 2770地区・第 2720地区 RYRA

委員会＠城見櫓 

 

 

第 30 回例会記録（通算第 2598 回）  

平成 26（2014）年３月３１日 

    

斉唱 国家 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 張 瀚丞君 

           孫 文静君 

           那 日那君 
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幹事報告（今村浩昭君） 

1. RI第2720地区 ガバナー事務所より地区大会のお礼が

届いております。 

1. 熊本第4グループ村山ガバナー補佐より2013-14年度 

熊本第4グループ IM の決算書が届いております。 

2. 日田 RCより創立50周年記念式典のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

たします。 

3. 日出 RCより創立30周年記念式典のご案内が届いてお

ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

たします。 

4. 4/2（水）は事務局員所用により終日不在いたします。

ご迷惑をお掛けいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

例会変更のお知らせ 

○江南ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ４月９日（水）１８：３０～ 

[場  所] ダイニング 和 YA 

○北ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月１０日（木）１２：３０～ 

[変更後] ４月１０日（木）１８：３０～ 

[場  所] 城彩苑内「桜道」 

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更 

[日  程] ４月１０日（木）１２：３０～ 

[場  所] 木山弾正祭 

○水前寺公園ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] ４月１６日（水）１２：３０～ 

[場  所] ホテルサンルート 

○平成ＲＣ～親睦会のため場所変更 

[変更前] ４月１６日（水）１２：３０～ 

[変更後] ４月１５日（火）１８：３０～ 

[場  所] ブランミュール 

○平成ＲＣ～丸山ハイランド作業のため日程変更 

[変更前] ４月２３日（水）１２：３０～ 

[変更後] ４月２９日（祝）９：３０～ 

[場  所] 丸山ハイランド 

○東南ＲＣ～創立３０周年記念例会のため日程変更 

[変更前] ４月２３日（水）１２：３０～ 

[変更後] ４月１９日（土）１４：００～ 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] ４月２４日（木）１３：００～ 

[変更後] ４月２４日（木）１９：００～ 

[場  所] 未定 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ４月３０日（水）１２：３０～ 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ４月３０日（水）１２：３０～ 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ４月３０日（水）１２：３０～ 

○江南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ４月３０日（水）１２：３０～ 

 

退会挨拶 

本日3月31日をもって退会されます、現王園敏伸君・赤

澤 剛君より退会のご挨拶がございました。今後益々の

ご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

   （現王園敏伸君） 

 

 

 

 

 

 

 

   （赤澤 剛君） 

 

次年度幹事報告（喜讀宣友君） 

次年度委員長の方は各副委員長と委員の選出をお願い

いたします。4月第3週に次年度クラブ方向性の意見交換

会を開催予定です。よろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●新世代奉仕委員会（原 裕一君） 

  4/29（祝）熊本南 RC 杯「熊本県 水球競技大会」がアクア

ドーム熊本にて開催されます。よろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  今日は会員卓話の日です。渕田パスト会長よろしくお願い

いたします。それから現王園会員が転勤されます。新支店

長水野様を歓迎いたします。また、赤澤会員が残念ながら

最終例会となります。本当に残念でなりませんが、未来の

繁栄・発展を心よりお祈りいたします。寿崎奨学生の皆様

も大歓迎いたします。 

○赤澤 剛君   Ⅴ 

  本日が最終例会です。6年間ありがとうございました。町で

会ったら「やあ」と声をかけてください。たくさんの勉強とた

くさんの出会い、ありがとうございました。お礼のスマイル

です。 
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○現王園敏伸君   Ⅴ 

  先週の人事異動で姫路に転勤となりました。3年間にわた

り公私ともども大変お世話になりました。皆様に教えてい

ただいたことを次の職場でも活かしていきます。本当にあ

りがとうございました。 

○田川憲生君・渕田俊郎君・渡邉秀章君・坂本研一君・ 

漆島典和君・丸山浩之君・古財良一君・三角雄介君   

  現王園さん、お世話になりました。ご栄転おめでとうござい

ます。ご後任の水野さん、よろしくお願いいたします。また

赤澤さん、大変お世話になりました。今後のご活躍を心よ

りお祈りいたします。 

○星野知之君   Ⅱ 

  年度末の業務の関係で久しぶりの例会出席です。弊社も

人事異動で新しい顔ぶれが数名熊本に着任いたしました。

一番遠方の者は秋田県から来ております。今年度単に社

業の発展だけでなく、熊本の発展のために微力ながら努

力してまいります。 

○高宮 宏君   

  園田会員、土曜は雨の中の青年江原会主催の花見、お

疲れさまでした。本年祭りの担当学年ということで準備から

大変だったと思いますが、頑張ってください。 

○齊藤直信君   Ⅹ 

  3/15サングラス1位、アテンファースト2位。今年は活躍を

期待しています。 

○北口 誠君 

  先日の花見の会は仕事がどうしても終わらずドタキャンし

て大変申し訳ありませんでした。 

○漆島典和君 

  渕田さんの卓話が楽しみで一睡もできませんでしたが、所

用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。 

○塚本 侃君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○木村弘訓君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○原 裕一君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

○平尾豊幸君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●会員卓話（渡邉秀章君） 

  「寿崎奨学会について」渕田俊郎君・星野誠之君 

  

 

 

 

 

 

 

 この奨学会は、寿崎会員が1989～1990年度の第2720地

区ガバナーに就任される際に「何か後世に役に立つ業績

を残しておきたい」との思いから先輩会員に相談され、

熟慮の末作られた国際奨学事業財団です。先般、寿崎会

員が出版されました「ありがとう寿屋」という本があり

ますが、その中で故アイコ夫人にも相談され「学生の皆

さんに返さなくてもいい奨学金を贈るのが一番いい、金

額は少なくても返さなくていいとなると学生さんも喜

びますよ」というくだりがあり、熟慮の様子がうかがえ

ます。また、他にも公益法人寿崎育英財団を大分・鹿児

島・宮崎に創設されています。当熊本南RC ロータリー

寿崎奨学会は先ほども申しましたが、1989年（平成元年）

に熊本県教育委員会で認可され、同年7月1日に寿崎PGの

就任と同時に設立されました。設立時の資金は1億5千万

円で、設立当初にはすべて寿崎会員おひとりで私財を投

じられました。その後、熊本南RCの先輩会員の皆さん一

同、この奨学事業の趣旨に賛同し、1991年（平成3年）

以降、毎年全会員より善意を集め、この基金に寄付を続

けています。加えまして、会員個人からも機会あるごと

に寄付が行われています。この奨学金の対象は、世界各

地から熊本県内にある熊本大学・熊本県立大学・熊本学

園大学・崇城大学・九州ルーテル学院大学・東海大学等

に学んでいる留学生の方たちです。過去に給付した留学

生は、中国・韓国・マレーシア・タイ・インド・ミャン

マー・バングラディシュ・スリランカ等、東南アジア諸

国を始め、遠くはヨーロッパ・アフリカ・南アメリカ等

の国々に及んでいます。今まで給付を受けた人数は創設

より8年間は毎年20名採用していましたが、平成9年以降

から世の中の経済不況により極端な低金利時代が続い

た関係で10名に減らしました。その現状を見て「これで

はいかん」ということで寿崎会員が特別寄付され、再び

20名に増員されました。その後経済状況もなかなか回復

せず減少を辿りましたが、今日まで342名の留学生に給

付をしてきています。当奨学会はこれらの奨学生に対し、

月額3万円（年額36万円）の奨学金を交付しております。

差少ではありますが、米山奨学事業の選定に漏れた留学

生の方々に貢献している現状です。運営につきましては、

当クラブが全面的に関与しており、会員より選出されま

した理事5名及び評議員10名・監事2名・会計1名という

体制で事業計画・予算等を決議し、委員会がその議決事

項を受け、運営に関し具体的に執行すると同時に当クラ

ブ会員並びに外部に対して広報・理解を深めてまいりま

した。また、奨学生とロータリアンのコミュニケーショ

ンを深めるために、学業並びに生活に関する指導・相談

窓口として奨学生1人に対し、カウンセラー1名を配置し

てまいりました。一方、採用された奨学生の皆さんには

毎月レポート提出を義務付けております。提出が遅れる

人もいますが、中にはたどたどしい日本語で一生懸命に
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書いているのが解ります。ここに今年の奨学生のひとり

であります、呉 海燕さんのレポートを紹介いたします。 

 

熊本大学 呉 海燕（9月レポートより） 

先日、熊本南ロータリークラブの「創立 55 周年記念

例会」に参加した。例会で美味しい料理を食べたり、飲

んだり、クラブの会員と話したりすることがあって、と

ても楽しかった。頭に一番印象深いのはクラブが創立し

てからの歩みというビデオを見た。この 55 年間にクラ

ブの会員が奉仕という理想を持って日本社会や世界へ

様々な有益な事業が行われたことが分かって、とても感

動した。このクラブの奨学生として選ばれ、光栄に思っ

て、心から感謝しております。このクラブのおかげで、

中国の医療業者が日本の医療業者と交流することがで

き、中国の患者が高いレベルの医療技術を受けることが

できる。私は中国人として、日本への感謝の気持ちが心

にいっぱいです。私は社会に入ってからクラブの人のよ

うに他人を助ける人になりたいと思います。 

 

また、昨年 8 月の台北大同 RC との青少年短期交換留

学事業において、寿崎奨学生の劉 暁慈さんには歓迎会

や諸行事の際の通訳等で大変活躍をしていただきまし

た。そのようなことを考えますと、この事業が少しはお

役に立っているのではないかと思います。続きまして冒

頭申し上げました、公益法人制度改革により組織変更に

なりました、一般財団法人 ロータリー寿崎奨学会につ

きまして、変更手続き等でご尽力いただきました星野誠

之会員よりご説明がございます。 

星野誠之会員より寿崎奨学会の会計報告 

 

◇寿崎奨学生挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 （崇城大学 那 日那君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本学園大学 孫 文静君） 

 

 

 

 

 

 

 

（熊本学園大学 張 瀚丞君） 

 

2013-14年度寿崎奨学生、最後の例会出席でした。奨学

生皆さんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

【例会予定】 

4/14 外部卓話 本田 節様（有限会社ひまわり亭） 

4/21 外部卓話 松崎郁洋様（黒川温泉ふもと旅館） 

 

 

【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18日（木）20:00～ 

場所：移動例会 

内容：ビール工場見学（専門知識開発委員会） 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜） 

日時：4月17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。 

 


