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米山奨学生  葉  夌君（台湾）の益々の学業発展を祈念します！ 

雇用がどんどん進められましたが、結果としてこのよ

うな状況が生まれてきました。政治の責任は大きいと、

改めて痛感いたしました。 

 

幹事報告（喜讀宣友君） 

1.小山ガバナー事務所より「広島豪雨災害義援金」の

お礼が届いております。 

2.次回（10/13）例会は祝日のため休会です。 

3.10/20例会は観月会例会（18：30～）のため昼例会は

ございません。欠席の方はメーキャップが必要とな

ります。 

4.本日例会終了後に定例理事会を繰り上げ開催いたし

ます。 

 

定例理事会報告（田川憲生君） 

・「End Polio Now」ピン購入について 

 ⇒全員スマイル寄付としての購入が承認されまし

た。 

（10/27 例会にて詳細説明） 

会長報告（田川憲生君） 

  皆さん、こんにちは。先日の熊日新聞の社説に驚く

べき統計が出ていましたのでお話いたします。2014

年度版の少子化社会対策白書によりますと、男性の生

涯未婚率は 1980年の 2.6％から 2010年には 20.1％へ

と 8倍近く上昇、つまり 5人に 1人は生涯結婚しない、

また、女性も 4.5％から 10.6％と女性は 2 倍になった

ということです。原因として考えられますのは、90

年代以降の経済低迷と非正規雇用の増加で、所得に余

裕がない若い男性の割合が増えたということではな

いかと見られています。また、同じ白書で、20 代男性

の結婚意欲を見ると、正規雇用の 70％が持つのに対

し、非正規では 51％に止まる、非正規雇用者は 2 人に

1 人が結婚願望がないという状況です。政府が本気で

出生率を上げ、少子化に歯止めをかけたいと思うので

あれば、まず、若い世代が結婚に踏み切れるように雇

用を安定させることが先決ではないでしょうか。企業

の経営の効率化と国際競争力の強化を狙って、非正規 
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第１１回例会記録（通算第 2620 回）  

平成 26（2014）年１０月６日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

葉 夌君 （米山奨学生・台湾） 

中島 敬高様 （熊本 RC） 

平田 耕一様 （熊本中央 RC） 

馬場 淑之様 （    〃    ） 
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出席報告（坂本幸樹君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

６０名 ４０名 76.92％   ９０.５７％ 

出席規定適用免除者 5名 欠席記録免除者 5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 

○平成ＲＣ～合同例会のため時間変更 

[変更前] 10月22日（水）12：30～ 

[変更後] 10月25日（土）～26日（日） 

［場 所］ 仙台国際ホテル 

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10月23日（木）19：00～ 

[変更後] 10月23日（木）時間未定 

［場 所］ 未定 

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10月28日（木）１2：30～ 

[変更後] 10月28日（木）19：00～ 

［場 所］ 松屋本館 

○平成ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 10月29日（水）12：30～ 

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 10月29日（水）12：30～ 

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] 10月29日（水）12：30～ 

○りんどうＲＣ～職場訪問のため時間場所変更 

[変更前] 10月30日（木）１2：30～ 

[変更後] 10月30日（木）時間未定 

［場 所］ 高遊原分とん地 

○中央ＲＣ～チャリティゴルフコンペのため時間場所変更 

[変更前] 10月31日（金）１2：30～ 

[変更後] 10月31日（金）7：45～ 

［場 所］ グランドチャンピオンゴルフクラブ 

 

◆10/31熊本中央 RCチャリティゴルフコンペのご案内 

         平田 耕一様 ・馬場 淑之様（熊本中央 RC） 

  

 

 

 

 

   10/31（金）行われます「第6回 熊本中央 RC チャリ

ティゴルフコンペ」のご案内がございました。当クラ

ブより7名参加予定。また、当日は「移動例会」とな

ります。 

 

◆新入会員自己紹介 3回目 （木村仁治君） 

   

 

 

 

 

 

   自己紹介3回目の本日は趣味のお話をさせていただ

きます。小学校1年生の時から大学まで剣道をしてい

まして、3段を頂戴しております。ここ数年は遠ざか

っていましたが、7段を取得している部下がおりまし

て、来月から稽古をつけてもらおうかなと思っていま

して、週１～2回ほど走って体を絞っているところで

す。他に空手を3年ほど、バスケットボールも3年ほど

しております。最近ですと、１歳と4歳の子供と遊ぶ

ことが楽しみです。単身赴任であまり会えないため、

一緒に遊ぶことで顔を覚えてもらおうと頑張ってい

ます。また、熊本に来ましてからゴルフが必須となり

ましたので、先日パターマットを買い自宅で練習して

います。ゴルフについては色々な情報を教えていただ

けましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

委員会報告 

●青少年奉仕委員会（原 裕一君） 

   10/18（土）「第11回 田山淳朗賞 高校生ファッシ

ョン画コンテスト in 九州・沖縄」が開催されます。

熊本南 RC 青少年奉仕委員会より協賛金10，000円を出

させていただきます。また、11月15日（土）「第2回 熊

本県高校生水球大会」が開催されます。第1回同様、

熊本南 RC 全体事業として行います。皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

●雑誌委員会（高宮 宏君） 

   今月は職業奉仕月間です。まず8ページより第2630

地区パストガバナー 服部芳樹（岐阜 RC）による、職

業奉仕について詳しく出ています。初めに「ロータリ

ーは単なるボランティア団体ではない。寄付団体でも

ない。慈善団体でもなければ社交団体でもない。ロー

タリーには職業奉仕という金看板がある。職業奉仕は

ロータリーがロータリーである所以であり、他の奉仕

団体との違いはここにある。」しかし職業奉仕と問わ

れると「さて？」となってしまうのが現実ではないで

しょうか。そこで10ページに奉仕活動の具体例が出て

います。まず、職業分類談話（自分の職業を理解して

もらうことは異業種交流の出発点であり、奉仕活動で

自身がどんなことに役立つかを知ってもらうため重
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要）。次に職場例会、会員事業所見学例会（異業種交

流に一番役立つ、また、自分の会社の社員に事業繁栄

のためにあるロータリーの一面を見せるまたとない

機会）。次に青少年就職相談、職業指導（青少年育成

プログラムとして盛んな活動が展開されている）。さ

らにロータリアンによる出前教室、生徒の職場体験入

社。このことにより、未来のロータリアン予備軍の獲

得、また広報にも役立つ。次に職業奉仕討論（クラブ

フォーラムでどんな職業奉仕プロジェクトにニーズ

があるか広く会員の意見を聞く）。空席職業分類充填

増強（職業分類委員会から空席の情報を会員増強委員

会に提出する重要な共同活動を行う）。職業分類につ

いて、ポールハリスの言葉で「もしロータリーが完璧

の域に達することができるとしたら、私たちはこの世

に在る全ての事業及び専門職務を代表する人々を集

めたクラブをつくることになる」と述べています。12

ページ、ロータリーのあらゆる奉仕活動は、ロータリ

アンの才能と手腕、職業の繁栄によって得られた社会

的地位や、経済力によって花開いています。 言 い 換

えれば、あらゆる奉仕活動も寄付も職業繁栄を願う職

業仕事の「根」の上に茂る枝葉や開く花と述べられて

います。さらに、ロータリーソングの「奉仕の理想」

について、「力ところは向上奉仕」と歌っているよう

に、あらゆる奉仕活動は人間性向上の修練のためにあ

り、修行の結果を世に問うことが職業奉仕であり、「奉

仕の理想に集いし友よ、御国に捧げん我らの業」理想

とする奉仕の理念の実践を志して、心ひとつに集まる

友よ、我らの生業を日本の社会に役立てよう。「ロー

タリーの目的」を実践するための組織であるロータリ

ーの礎石は職業奉仕であり、それは究極の「I Serve」

ではないでしょうかと結んでおられます。次に14ペー

ジ、ここに職業奉仕の実践の例が記載されています。

鹿児島県の鹿屋西 RC の櫨山時美会員の「農業を通じ

た私の人生」で、作物はニンジン、ゴボウ、ダイコン、

サツマイモ、レタス、キャベツを生産され、4年前に

は独立され、作付面接は6町歩からスタートされたと

のことですから（1町歩＝3000坪）18000坪となります。

2年目が15町歩、3年目30町歩、4年目の現在50町歩、

東京ドームの約38.5倍の広さで、一年間でほぼ2作さ

れるため、100町歩の畑を管理されていることになり

ます。母と息子の二人でスタートされ、昨年11月に法

人化されたようですが、かなりハードな毎日だろうと

想像します。しかし、ロータリークラブに入会されて

おり、ロータリーの精神に則り、自分のできる限り農

業という職業を通じて、真実に公平に好意と友情を深

め、みんなのために奉仕しますと結ばれています。次

に17ページに米山月間の記事です。新旧理事長特別座

談会で、「これからの米山記念奨学会事業」について

議論されています。特に、19ページに多くのロータリ

アンが思っていても口に出せなかった疑問が出てい

ます。「どうして反日の国の学生に奨学金を出すのか」。

それに対して板橋前理事長は、彼らはみんな米山の精

神を忘れずに心に留めて頑張っている。難しいことだ

けれども、やがてはそれを広げていってもらえるもの

と信じています。そして現在、中国の大学や研究機関、

日系企業等に入って様々な活躍をしたりと、中国政府

も無視できなくなっているとのことです。これを信じ

ましょう。 

 

●職業奉仕委員会（浅山弘康君） 

   

 

 

 

 

9/13（土）アスパル富合にて開催されました

「2014-15年度 職業奉仕セミナー（熊本会場）」の報

告をさせていただきます。テーマは「職業奉仕を考え

る」で、10人のグループに分かれ、ディスカッション

が行われました。本日配布いたしました「職業奉仕ハ

ンドブック」と参加者のアンケート回答を是非ご覧下

さい。 

 

スマイルボックス（園田修司君） 

○中島敬高様（熊本 RC） Ⅱ     

  熊本 RC の米山奨学生カウンセラーをしています中島

です。今月は米山月間ということで、本日は葉君とも

どもよろしくお願い申し上げます。 

○平田耕一様・馬場淑之様（熊本中央 RC） 

 来る10月31日のチャリティゴルフコンペのご案内に

参りました。大勢の皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 

○田川憲生君・喜讀宣友君・藤見泰之君 

 米山記念奨学生 葉 夌様、熊本 RC 中島敬高様のご来

訪を歓迎いたします。本日の卓話よろしくお願いいた

します。また、本日のご来訪者、熊本中央 RC 平田耕

一様・馬場淑之様を歓迎いたします。 

○坂本研一君・古財良一君・丸山浩之君 

 井上雅文君・北口 誠君 

  卓話者、葉 夌さんを歓迎します。昨年奥様の劉 暁

慈さんには短期交換留学事業の際にずっと通訳をお

願いしていました。ありがとうございました。熊中央

RC の平田さん・馬場さんを歓迎します。チャリティゴ

ルフコンペの団体戦は連覇させていただきますので

よろしくお願いします。ちなみに私たちは戦力外です。 
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○寿崎 肇君 

  10/4-5大分でのクラブ研修リーダー育成セミナーに

参加してきました。また、5日午後には山鹿 RC50周年

記念式典に参加いたしました。帰りは野田ガバナーエ

レクトの車に乗せていただきました。帰途、ガバナー

エレクトとして、第3480地区との地区提携のため、台

湾での交渉はじめ、青少年交換事業を開始することな

ど、すごいなと感激しながらお話を伺いました。熊本

南 RC あげて全て成功するように協力をいただきたい

と思いました。 

○木村弘訓君 

  今日は入院中のため早退し病院に帰ります。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。 

 

●米山奨学生卓話（三角雄介君） 

  「僕と日本、僕と熊本」 葉 夌君 

   台湾から参りました葉 夌です。今日のテーマは

「僕と日本、僕と熊本」です。周知の通り、第二世界大

戦の終戦までの五十年間、台湾は日本に領有されていま

した。今年 87 歳の祖母はそういう中で青春時代を送っ

た一人です。そのため、幼い頃、祖母が教えてくれた昔

話も童謡も桃太郎などのような日本のものばかりです。

また、小学校に上がった私は良く祖母と一緒に彼女が大

好きな美空ひばりの歌を聞いたり、大相撲の放送を見た

りしていました。このように、私は小学校のときから日

本に親近感を持っています。ふりかえってみると、私が

日本に接する原点は祖母であることに気づきました。 

2012 年春、私は家内、当時一歳の長男と三人で熊本にま

いりました。大学院でしっかり勉強して学位を取って台

湾に戻って大学教師になることは、私の日本留学の目的

でした。しかし、来日三年目の現在では、私の心境はち

ょっとした変化が起きています。去年の五月に、長女が

熊本で生まれたので、私は一層この土地、熊本、九州を

好きになってきました。現在家族四人で熊本での生活を

楽んでいます。熊本はすごくいいところだと思いますが、

残念ながら台湾人によく知られているところではあり

ません。なので、私は熊本の良さをより多くの台湾人に

伝えたいです。最良の方法は実際に熊本に来てもらうと

考えて、日本旅行をしようと思う台湾人が熊本を選んで

ほしいです。今年 10 月 26 日から熊本空港は台湾第二の

都市高雄との定期チャーターが始まります。熊本電鉄で

アルバイトをする私は、一所懸命台湾の旅行会社に熊本

の素晴らしさを発信しています。こうして、台湾と熊本

の架け橋になろうと頑張っていると思います。今後、ロ

ータリー米山記念奨学生の経験を生かして熊本で頑張

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】 

10/27 新入会員卓話 鎌田 剛君 

11/3 祝日のため休会 

11/10 ビジネス例会 渕田俊郎君・馬場大介君 

11/17 月間テーマ卓話（R財団委員会） 星野誠之君 

11/24 祝日のため休会 

 

 

【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：11月6日（木）20：00～ 

場所：未定 

内容：スポーツ例会（合同例会） 

 

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

日時：11月5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。 


