第２７回例会記録（通算第 2636 回）
平成 27（2015）年３月９日

本年度寿崎奨学生、最後の例会出席でした。今後のご活躍を期待しています。
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４/２２ 第 4 回 熊本市域 RC 会長・幹事会
＠ホテルニューオータニ熊本

（寿崎奨学生）
劉 春燕君・于 昆侖君
黄 讌涵君・朴 珍河君
反応はあまりなく、すんなりと受け入れられたようです。4

Nguyen.Van.Hung 君

つ目は花火の復活。今年の夏には是非花火を復活させたいと、
就任直後から国や県警と何度も交渉し、国から 1 億数千万円
の資金を引き出し、県警も協力する方向です。政令市になっ

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんにちは。大西熊本市長が市長に就任したのが
昨年の 12 月 3 日。就任から 4 ヶ月目に入りましたが、滑り
出しは極めて順調と言っていいのではないでしょうか。市
長選挙でも争点の 1 つだったマイス施設では素早く見直し
を行いました。これで、反対や無駄遣いといった声が少な
くなりました。マイス施設の見直しでは、メーンホールの
座席数(固定席 2300 席)は現状通りとし、多目的ホールはコ
ンサートなどを誘致できるようにと防音や音響設備、さら
に可動式の座席を追加することで決着しました。2 つ目は熊
本駅前の広場の使い方です。幸山市政では市電を駅舎に乗
り入れる案が作られていましたが、「安全面で不安があり、
また広場を活用する際に電車が邪魔になる」として、駅乗
り入れを撤回しました。市電の乗り降りの利便性を優先す
るか、安全面やひろばの有効活用を優先するかの違いです。
素早い決断と言えるでしょう。3 つ目は市民病院の立て直し
を凍結したことです。現在の資材や人件費が高騰し、約 3
割増の建設資金が必要になるとして凍結しました。市民の
熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

た途端に花火が中止となり、熊本市民から「復活を」との声
が高く出ていました。今年は下江津湖を会場に考えているよ
うですが、熊本市の中心商店街からは熊本城での復活を求め
る声が強いようです。最終的にどうなるか。いずれにしろ、
市では経済界や商店街なども入れた花火の実行委員会を作
り、花火の場所も含めて検討を始める考えのようです。この
ほか、市電の延伸についても調査費をつけて検討するなど、
どちらかというと、停滞していた熊本市の政策が一気に動き
出しました。とてもいいことではないかと思っています。
幹事報告（喜讀宣友君）
1．熊本南 RAC より清掃活動のご案内が届いております。ご参加
いただける方は回覧の出欠表にご記入ください。
2.本日例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位は
ご出席をお願いいたします。
3.ガバナー事務所より、2015-16年度 地区委員委嘱状が届いて
おります。（寿崎 肇君・高宮 宏君）

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

◆定例理事会報告（田川憲生君）

○平成ＲＣ～親睦会のため場所変更

・4/7花見の会について（親睦活動委員会）

[日

事業計画と予算の説明 ⇒承認されました。

［場 所］ 未定

・ロアッソ熊本試合観戦について（親睦活動委員会）

○北ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

⇒4/11（土）横浜 FC 戦を予定。アスリートクラブ熊本と打合せの後

[変更前] 3月26日（木）１2：30～

決定。

[変更後] 3月27日（金）１8：30～

・2/15熊本城マラソンボランティア報告（社会奉仕委員会）

［場 所］ ユウベルホテル

昼食代として、バル Hironosuke お食事券（@1,000円）を参加者全

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更

員に配布 ⇒承認されました。

[日

程] 3月25日（水）１9：00～

程] 3月26日（木）１9：00～

［場 所］ 未定
○中央ＲＣ～定款に基づき休会

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席率

前々回
修正出席率

62.50％

７３.６８％

出席数
３５名

[日

程] 3月27日（金）１2：30～

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更
[日

程] 3月30日（月）１8：30～

［場 所］ 水前寺 泉里

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 2名

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 3月31日（火）１2：30～

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

[変更後] 3月31日（火）19：00～
［場 所］ ダイニングカフェ 彩
例会変更のお知らせ

○グリーンＲＣ～職場訪問のため日程場所変更

○西稜ＲＣ～親睦会のため場所変更

[変更前] 4月6日（月）１8：30～

[変更前] 3月16日（月）１8：30～

[変更後] 4月2日（木）12：00～

[変更後] 3月16日（月）18：30～

［場 所］ 熊本総合車両場

［場 所］ ちゃんこ やっこ
○西ＲＣ～職場訪問のため場所変更
[日

◆2015-16年度 地区委員委嘱状伝達式

程] 3月17日（火）１2：30～

「諮問委員会委員・会員増強維持部門担当諮問委員」

［場 所］ リデルライトホーム

寿崎

○水前寺公園ＲＣ～地区大会に振替のため日程場所変更

肇君

「ロータリーの友地区代表委員」

[変更前] 3月18日（水）１2：30～

高宮

宏君

[変更後] 3月21日（土）～22日（日）
［場 所］ iichiko グランシアタ
○りんどうＲＣ～地区大会に振替のため日程場所変更
[変更前] 3月19日（木）１3：00～
[変更後] 3月21日（土）～22日（日）
［場 所］ iichiko グランシアタ
○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

委員会報告

程] 3月24日（火）１2：30～

●雑誌委員会（高宮

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

宏君）

まず横書き3ページから、RI 会長メッセージ記事の中に、ブラ

程] 3月24日（火）１2：30～

ジル サンパウロで開催されます「第106会年次大会」の事前登

○東ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

録割引が3/31までと案内されています。次に今月の識字率向

[変更前] 3月24日（火）１2：30～

上月間記事です。8～13ページまで、各地区 RC の支援活動が

[変更後] 3月26日（木）9：00～

出ていますが、12ページに熊本西稜 RC の支援活動の記事が

［場 所］ 熊本市総合体育館

記載されています。「アフリカ・ギニアの小学生にランドセルを贈

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

ろう」という活動で、クラブ創立25周年記念事業で計画され、

[変更前] 3月25日（水）１2：30～

NPO 法人日本ギニアコナクリ国際交流協会代表のカマラ・モハ

[変更後] 3月25日（水）18：30～

メッドさん（熊本県在住）の呼びかけに応える形で、地区の補助

［場 所］ 未定

金を活用し、各方面（市内中学校など）に呼びかけ、コンテナ輸
送するという大規模な計画でした。2014年7月から準備し、ランド
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セル1,871個を集め、9月より今坂晋典会長を中心として、ランド

いう、第2690地区 地区大会記念講演の記事より、正しく呼吸し

セルの中に文具を詰め、その他クラブが購入した衣類・靴・タオ

て「気」を取り入れるとあり、「気」の量がしっかり保たれてよく循

ル・バッグ・雑貨・楽器・ボール・石鹸などダンボールに詰めると

環していると天寿を全うできるとあります。漢方の世界で寿命は

136箱にもなったそうです。2014年11月にコンテナ輸送され、2ヶ

120歳といわれているそうです。その呼吸法も書いてあります。23

月後無事現地に到着したと出ています。同じページに錦が丘中

ページ、荒尾 RC の「感動のゴールデンコンサート」の記事より、

学校の生徒からの手紙も出ています。また、14～17ページはロ

玉名女子高校と福岡の精華女子高校の合同コンサートが大盛

ーターアクターの記事です。3月9～15日は世界ローターアクト

会であった様子です。28ページには別府 RC のロータリーデー

週間で、各 RC の活動記録が出ています。17ページに第2720地

清掃活動の記事が出ています。

区「アクトの森清掃活動」の記事が記載されています。アクトの森
が阿蘇にある事をご存知ですか？次に24ページ、ロータリーデ

●スマイルボックス（園田修司君）

ーの記事で八代東 RC の活動が出ています。「農と食育をテー

○田川憲生君・喜讀宣友君・西川尚希君

マに畑に挑戦」という記事で、10月11～12日に児童発達支援事

本日来訪の卓話者、寿崎奨学生の皆さんに心から感謝しスマ

業所「さくら」「ぷくぷく」、社会就労センター「ワークショップ八

イルします。ロータリーの精神を理解され、母国との架橋と

代」と、ロータリー会員家族で300坪の畑に野菜を植え、12月13

なられることを期待しています。

日に収穫祭を実施され、無農薬の大根・白菜・レタス等を収穫、

○永井富士雄君・坂本研一君・藤見泰之君・北口

誠君

楽しい有意義なロータリーデーであったとのことです。26～30ペ

寿崎奨学生の皆様のご来訪を歓迎いたします。今年度最後の

ージにはスリランカ初の RI 会長 K.R“RAVI”ラビンドラン氏の人

例会参加となりますので楽しんでください。

柄についての記事です。次に31ページから2015年国際協議会

○後藤

博君・吉永彰一君・坂本研一君・古財良一君

レポートです。RI 会長エレクト K.R“RAVI”ラビンドラン氏が講演

坂本幸樹君

で「私たちがリードするのは１年に限られています。来年度の366

高宮先輩、3月6日50回目の結婚記念日おめでとうございます。

日の毎日は限られた貴重な時間であり、二度と訪れるものでは

奥様の我慢強さにスマイルいたします。

ありません。与えられた時間が限られていると悟った時、その時

○寿崎

肇君

間はさらに貴重なものになります。何かを成し遂げ、創造し、自

昨日同友会の見舞いに行ってきました。戦時中、特攻隊で死ん

分がここにいたこと、意味ある存在であることの証しを残したいと

だ人たちの話もあり涙しました。残された自分たちの使命は戦死

いう気持ちがますます強くなります。だからこそ多くの人たちは、

した同級生のため、少しでも世の中のお役に立つ話などではず

ロータリーの役員としての一年を、証しを残すための一生に一度

みました。長生きに感謝しスマイルいたします。

のチャンスと捉えるのです。しかし、私はこう申し上げます。もし、

○齊藤直信君

本当に変化をもたらしたいと思うなら、自分の証しをロータリーに

Ⅹ

3/7（土）中山にてノースランドボーイ勝利。これで3歳 OPEN

残すのではなく、ロータリーを前進させることによって、ロータリ

クラスへ。

ーの証しを世界に残すためにこの一年を使ってくださいと」。こ

○久峨章義君・玉田光識君

の言葉の通り、今回の協議会でラビンドラン氏が自身の新しい

確定申告期間中につき、申し訳ありませんが早退いたします。

方針を打ち出すことはなかったそうです。2015-16年度というチ

○吉本栄一君

ャンスは一度しかありません。その時間はあまりに短く、なすべき

本日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。

ことはあまりに多いのです、と貴重な時間を精一杯過ごすことを
示唆されました。そしてチャレンジの第一は「ポリオ撲滅」です。

●寿崎奨学生 黄 讌涵君へ3月奨学金交付（永井富士雄君）

現在、ポリオ常在国は3カ国、2014年のポリオ症例は333件まで
減少しており、ほとんどがパキスタンからのものです。しかしタリ
バーンから予防接種員を守ることも必要となっており、パキスタ
ン政府と市民はロータリーとともにポリオのない未来を実現する
ために尽力しているとのことです。私たちはポリオのない未来を
プレゼントすると世界の子供たちに約束しますと意気込みを表さ
れています。次年度 RI テーマは「Be a gift to the word 世界へ

●寿崎奨学生挨拶とレポート報告（永井富士雄君）

のプレゼントになろう」に決定しました。この意味はまず何より大

○劉 春燕君

切なのは自分自身を捧げるということで、何かを手渡すというの

2月10日の夜、中国学友会に開催された新年会に初めて参加

と、手を差し伸べるということは大きな違いがあります。35ページ

いたしました。日中友好の関係者や、日本人の方も参加されま

にはラビンドラン会長エレクトの母親がポリオを発症し、鉄の肺と

したので、様々な交流ができました。中国のお正月は旧暦で行

言われる人工呼吸器で助かった話が出ています。次に縦書きに

うため、毎年変わります。今年の旧正月は今月の18日となります。

移ります。4ページ「和魂和才 すこやかに生きる漢方の知恵」と

思いだすと、日本に来て7年間となり、7年間中国の旧正月を過

3

ごすことがありません。たまには、寂しい気持がありますけど、自

○Nguyen.Van.Hung 君

分が選んだ道のため、前へ進んでいくしかありません。その代わ

今日はベトナムの旧正月だから故郷の旧正月について説明しま

り、熊本でたくさんの日本の方と知り合い、困る時に助けてくれ

す。ベトナムの正月は旧暦です。うるう年が 4 年に一度あるため

て、いつも自分のことを気にしてくれて、とてもありがたいと思い

旧正月(1 月 1 日)は、太陽暦の 1 月 22 日ごろから 2 月 19 日ごろ

ます。今まで、人より倍の経験をして、満足しています。まだまだ

まで毎年変わります。テトはベトナム人にとってー年で最も重な

未成熟のため、これからも、どんな人生が自分を待っているのか、

祝日です。春、ベトナム人はどこにいても故郷へ帰って、家族と

勇気を出して、乗り越えるように成長していきます。

新年のお祝いをします。正月の前約 10 日間皆で、お寺や公共
の場所、家の大掃除を行い、きれいに飾ります。新しい服を買っ

○于 昆侖君

たり新しい髪型にしたりすることが必要です。旧暦 12 月 23 日炊

最近、日本に留学し、帰国してから日本や日本語と全然関係の

事場の神様が家の一年の出来事を玉皇帝（神々の皇帝）に報告

ない職場につく若者が少なくありません。日本だけではなく、ほ

する。旧暦 12 月 20-26 日:お墓参りや御先祖さまへお供えをしま

かの国もあります。これは自分にとっても、自分の国にとっても、

す。テトを迎えるためには神棚・仏壇のロウソク・線香・花・果物が

留学先の国にとってももったいないと思います。せっかく海外に

必要になり、お年玉の袋も用意しなければなりません。テトの前

出て、外国語を現場で学んだのだから、この経験を生かさないと

に、ご恩のある方々にお土産やお礼などを渡し、感謝の気持ち

人生は繋がらないと思います。現在のグローバル社会では、国

を表す。ベトナムの旧正月は春の初めなのでいい天候です。人

際的人材が一番求められていると言われています。確かに自分

間も自然に溶けて新しい気持ちを持って進めたい気分になる。

よりもっと上手な人がいるかもしれません。しかし、日系企業に入

すべてのことを良くするために新しいものを着用します。家族み

ったら、その多様な環境の中で自分の人格やスキルが磨かれる

んな集まり、新年が明ける瞬間を迎えます。子供たちに新札のお

ことが期待でき、何年後かには、素晴らしい人間になれるでしょ

金（お年玉）としてあげます。元日に、家族、親類を訪問し、お年

う。また、現在の情報社会のなかでは、情報交換や異文化交流

寄りを祝福し、神社やお寺へ初詣に行きます。二日に、妻の親、

が非常に進んでいます。この環境のなかで、外国語ができ、外

親類を訪問し、祝福します。三日に、先生方々に訪問し、祝福し

国で住んでいた経験がある人たちが社会のさまざまな方面で非

ます。

常に必要とされています。日本に留学している間、日本文化を
各方面で理解した留学生たちが非常に有利でしょう。企業の間

○黄 讌涵君

でもそうだと思います。日本で留学して卒業した人たちが日本で
就職しても、自国の日系企業で就職しても、会社の文化や会社
の信念をもっと理解できるでしょう。そうすれば、会社側にも、自
分側にも、利があり、一石二鳥でしょう。留学経験がある私だっ
たら、絶対この経験や外国語を生かして、日本企業や日系企業
に就職し、素晴らしい国際的人材になりたいと思います。
○朴 珍河君
1 月 22 日 大学院修士論文最終審査がありました。医療用語の
発音が難しくて今まで大変でしたけど、いっぱい練習して発表し
ました。論文合格しました。無事に大学院卒業ができました。終
わっても、休まず他の実験があって頑張りました。次の週に細胞
培養セミナーがあって初めて京都に行ってきました。細胞培養
は知識が足りなくて勉強したがった分野でした。貴重な時間でし
た。初めて新幹線も乗りました。高かったですが、一緒に大学院
生も行くので新幹線に乗りました。朝早く出発して一日セミナー
を聞きました。他の大学院生はセミナーが終わって熊本に先に
帰って私は残って京都観光をしました。4 日 5 泊でゲストハウス
に泊まって金閣寺、銀閣寺、清水寺、嵐山など旅をしました。大
学院に来て 2 年間一人で 4 日 5 泊間こんなに長い時間旅は初
めてでした。京都の独特できれいな景色を見て感じて熊本に帰
ってきました。ロータリー寿崎奨学会のおかげで楽しい時間でし
た。ありがとうございます。もう来月は卒業式です。短い時間いい
思い出をいっぱい作ります。
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