第６回例会記録（通算第 2696 回）
平成 28（2016）年８月２２日
16-17 年 度 短 期 青 少 年 交 換 留 学 生 の皆 さん、報 告 会 お疲 れさまで した ！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」
来訪者紹介

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.代表会長･幹事報告

９/３-４ RYLA セミナー＠陣屋の村
９/１７ R 財団・米山記念奨学部門合同セ

4.前田眞實ガバナーアドレス

９/１７ 米山奨学会世話クラブ・カウンセ
ラー研修会＠ホルトホール大分

ミナー＠ホルトホール大分

北口すみれさん（短期青少年交換留学生）
倉崎真優さん（短期青少年交換留学生）
田代海斗君（短期青少年交換留学生）
北口晴美様（ご家族）

例会変更のお知らせ
○東 RC～親睦会のため日程場所変更
[変更前] 8月30日（火）１2：30～
[変更後] 8月27日（土）１7：00～
[場

会長報告（漆島典和君）
皆さま、こんにちは。まず、本日より株式会社テレビ熊
本 代表取締役社長 河津延雄様が入会されました。の
ちほど自己紹介をお願いいたします。
さて、8/8 開催されました定例理事会にて、10/22（土）
玉名 RC 創立 50 周年記念式典の「全員登録」が承認さ
れましたのでご報告申し上げます。登録料は 10,000 円と
なっております。
また、来週はガバナー公式訪問合同例会です。坂本
幹事からもお知らせがございます。ご出席のほどよろしく
お願いいたします。

○西 RC～G 公式訪問合同例会のため日程場所変更
[変更前] 8月30日（火）１2：30～
[変更後] 8月29日（月）１2：30～
[場

所] ホテル日航熊本 5F 「天草」

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月30日（火）１2：30～

○平成 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月31日（水）１2：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8月31日（水）１2：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

2015-16 年度 臨時理事会報告（後藤

博君）

1.2015-16年度決算報告について
⇒承認されました。

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

所] 菊水学園

[日

程] 8月31日（水）１2：30～

○りんどう RC～親睦会のため日程変更
[変更前] 9月8日（木）１3：00～
[変更後] 9月11日（日）１6：00～

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

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

○りんどう RC～定款に基づき休会

委員会報告

[日

ございません

程] 9月22日（木）１3：00～

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 9月28日（水）１8：30～

●スマイルボックス（告坂和紀君）

[変更後] 9月28日（水）１9：00～

○漆島典和君・渕田俊郎君・坂本研一君・今村浩昭君

[場

所] 未定

古財良一君・北口

誠君

○平成 RC～観月会のため時間場所変更

新入会員 河津様を歓迎します。楽しロータリーライ

[変更前] 9月28日（水）１8：30～

フを満喫ください。また、短期青少年交換留生の北口

[変更後] 9月28日（水）１9：00～

すみれさん、倉崎真優さん、田代海斗君と北口会員夫

[場

人の北口晴美様を歓迎します。楽しかった台湾の話を

所] 未定

○平成 RC～親睦会のため時間場所変更

期待しています。

[変更前] 9月29日（木）１3：00～

○後藤 博君・久峨章義君・井上雅文君・鎌田 剛君

[変更後] 9月29日（木）１9：00～

西川尚希君

[場

河津延雄様の入会と台北へ行った子供たちを歓迎し

所] 未定

てスマイルいたします。
幹事報告（坂本研一君）

○野口泰則君

1.例会終了後「2015-16（前年度）臨時理事会」を開催いたし

TKU 社長 河津延雄様のご入会を心より歓迎します。熊

ます。関係各位はご参加をお願いいたします。

本で№１のクラブを楽しんでください。

2.来週8/29（月）例会は「ガバナー公式訪問合同例会」です。

○高宮

ご案内しておりますとおり、ネクタイ着用・12：00着席（食事

宏君

河津延雄社長の入会を心より歓迎いたします。

一斉スタート）でのご参加をお願いいたします。

○寿崎

肇君

3.熊本南 RAC より例会報 Vol.3が届いております。

テレビ熊本社長 河津様のご入会を大歓迎申し上げま

4.地区ローターアクトより「第32回年次大会のご案内」が届い

す。ガバナー月信が1人1人にいただけるようになりあ

ております。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

りがたいことです。また、本日は会議がありますので

たします。

早退させていただきます。
○吉永彰一君
河津さんの入会を歓迎いたします。本日のインフォメ

出席報告（井上雅文君）

ーションに欠席しまして本当に申し訳ございません。

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４３名

75.44％

９１.２３％

出席規定適用免除者
名誉会員

5名

今後は時間をかけて丁寧なインフォメーションをさ
せていただきます。
○河津延雄君
新入会員の河津です。よろしくお願いします。

欠席記録免除者 2名

○馬場大介君・星野誠之君

０名（会員数には含まれません）

8/4～9短期青少年交換留学事業が無事終了しました。
台北大同扶輪社の皆さまからも温かく歓迎していた
だき、本当に楽しく貴重な時間になりました。今日の
例会には報告会として北口様、倉崎様、田代様に参加

◆新入会員自己紹介 1回目（河津延雄君）

していただいています。楽しみにしています。
○北口

誠君・倉崎保広君・星野誠之君

今回は短期青少年交換留学事業で子供たちを台湾へ
行かせていただき、本当にありがとうございました。
ホームステイ先でも本当に心のこもったもてなしを
氏名：河津

延雄（かわず

していただき、子供たちもよい経験になったと思いま

のぶお）君

生年月日：昭和30年11月20日

す。今後も子供たちが台北大同扶輪社との良好な関係

勤務先：株式会社テレビ熊本

を続けてくれればと思います。本当にありがとうござ

推薦者：西川尚希君・漆島典和君

いました。
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○田代文明君

ぁと思っていたけど、いっとき話をしていたら通れた

このたび、短期青少年交換留学事業で息子の海斗が台

ので安心しました。次に自動販売機に本物の飲み物が

湾に行かせていただきました。本当に貴重な体験をさ

見本になっていたからおどろきました。二番目におも

せていただいたことに感謝のスマイルです。一回りも

しろいなぁと思ったことは、料理にほとんどやさいが

二回りも成長して帰ってきたと思います。出発前は一

出ないことです。ぼくは台わんのやさいってどんなの

度も送迎なしでは行かなかった塾にも一人で歩いて

だろうと思っていましたけど、ほとんどやさいが出な

いくようになりました。これも台湾効果だと思います。

いのでおもしろいと思いました。やさいの中でおいし

来年は受入れも頑張っていきたいと思います。

いと思ったやさいは、ねぎみたいなのが入ったスープ

○星野誠之君

です。中に具とかいろんなものが入っていておいしか

19日（金）～21日（日）にかけて、子供たちが入って

ったです。三番目にすごいなぁと思ったことはチャー

いる野球チーム（菊池少年ファイターズ）が九州大会

リーくん家です。お父さんたちからすごい家だよとは

で宮崎の西戸原市に行ってきました。残念ながら2回

聞いていたけど、プールもある鳥もいる。絵やどうぞ

戦で負けてしまいましたが、貴重な経験ができ来年も

うもあるからびっくりしました。今回は台わんに行か

また来ようと言っていました。ありがとうございまし

せていただき、本当にありがとうございました。

た。
○漆島典和君

○田代海斗君

先週の木曜日、第1回熊本南RCレーシングチームのツ
ーリングに天草まで行ってまいりました。参加者は大
津会員と私です。大津さん飛ばしますね。私は安全運
転で帰ってきました。無事故に感謝してスマイルしま
す。
ぼくは、8月4日から1週間台わんへホームステイに行
●短期青少年交換留学事業報告会（馬場大介君）

きました。アレックスの家にとまりました。6年生の

○星野光太郎君

トーマス君といっしょにいろいろな所に行きました。

ぼくが台わんと日本とでちがうなぁと思ったことが

101という101階の建物にのぼったり、絵を書く教室に

二つあります。一つはバイクに乗っている人が多いと

つれて行ってもらいました。ぼくは油絵を書きました。

いうことです。ぼく的には、バイクより車のほうが便

そして、書いた絵をおみやげで持ってかえりました。

利だと思います。二つ目はトイレの形が丸くて位置が

一番楽しかったことは、みんなでプールで遊んだこと

高かったことです。ぼくの予想ではたぶん、台わんに

です。ゴムボートや水鉄ぽうで遊んで楽しかったです。

は背の高い人が多いんじゃないのかなと思いました。

台わんの食べ物でおいしかったのはしょうろんぽう

ぼくが台わんで楽しかったことは二つあります。一つ

とタピオカミルクティーでした。言葉は中国語で分か

はちゃわんを作ったことです。もようは先っちょが丸

らなかったけど、アレックスのお母さんが少し日本語

くなったがらとひし形を書きました。色はむらさきに

が話せたのでよかったです。今度は家族でアレックス

しました。二つ目はヘルメットをかぶって、いろんな

の家に遊びに行きたいです。そして、それまでには中

アトラクションを進むということです。本当にむずか

国語と英語を少しでも話せるようになっておきたい

しかったです。なかなかできない体験をさせてくださ

です。

ってありがとうございます。おかげでいろいろなこと
を学べました。
○星野春太郎君
ぼくは台わんでいろんなことを知ったり学びました。
一つは台わんでは運転席が左にあることです。日本で
は右にあるのに、どうして台わんでは運転席が左にあ
るのかふしぎに思いました。次にぼくが台わんで一番
おもしろいと思ったのは、車の中でシートベルトをし
ようとしたら、チャーリー君たちに「ノー」と止めら
れました。夜、道路整理の人に止められたので、やっ
ぱりシートベルトをしといたほうがよかったのかな
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○倉崎真優さん

チャーリー兄弟の家に遊びに行ったときは、最初、ホ
テルかなと思うくらい別荘が広すぎて、大きいプール
もあり驚きました。私の家の庭にも 25ｍくらいのプー
ルを作って欲しいです。台湾で沢山の知り合いができ、
英語での会話や、日本語以外の言葉で話す場面が多く、
通じなかったこともあり、言葉の壁は大きいなと感じ

熊本南ロータリークラブの皆さん、今回は短期青少年

ました。これから、英語や他の国の言葉をしっかり勉

交換留学に参加させていただき、ありがとうございま

強して、今までより色々な話やコミュニケーションを

した。初めての海外とホームステイで不安なことがた

しっかりとれるようにしたいと思います。真優、海斗、

くさんありましたが、とても楽しく過ごすことができ

光太郎、春太郎と一緒にいる時間もあり、心強かった

ました。私のホームステイ先は、日本語と英語と台湾

です。これからまた、クイニーのご家族とも、交流が

語を話せる家族でした。しかし、ところどころ会話が

続けられたらいいなと思います。今回は、いい経験が

通じないところがあり、身振り手振りと下手な英語で

出来ました。本当にありがとうございました。

なんとか通じさせることができました。まず、ファミ
リーとは夜市へ行きました。たくさんの屋台が並び、

●熊本まちあかりについて（杉光定則君）

日本では見られない光景でした。そして、独特の匂い
があり、これも日本では感じられないものでした。台
湾で一番驚いたことはバイクの交通量が多かったこ
とです。バイクレンタルがたくさんあって、皆二人乗
りしたりとか、日本だったらすぐ警察に捕まるだろう
なという場面もちょいちょいありました。台湾の方は
日本人が大好きで、私が日本人だと分かると優しくし

【例会予定】

てくれたり、日本語で話してくれました。お友達もで

9/5

会員卓話 大津英敬君

きたし、念願のタピオカとカキ氷を食べられて、九份

9/12 外部卓話（調整中）

にも行けてとても良かったです。そして、私はマンゴ

9/19 祝日のため休会

ーが嫌いだったけど大好きになりました。次に台湾へ

9/26 会員卓話 林田公治君

行く時は言葉を覚えて行きたいです。本当に楽しく、
夏休み一番の思い出ができました。ありがとうござい

【RAC・IAC の例会日程について】

ました。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：9月1日（木）20：00～

○北口すみれさん

場所：西部ガス
内容：福祉について
日時：9月15日（木）20：00～
場所：西部ガス
内容：大河会員担当例会（専門知識開発）

今回は、青少年交換留学生として参加させていただい
たことを、熊本南ロータリークラブの皆様に心からお

○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）

礼申し上げます。初めての海外で最初は少し緊張しま

日時：9月7日（水）16：00～

したが、去年家に来たクイニーの家で、台湾の空港で

場所：国府高校「大会議室」

再会した時は、嬉しくて緊張もぶっ飛びました。台湾

内容：未定

の家の家族は、ご両親、お兄さん、お姉さん、クイニ
ーみなさん親切で優しくしてくださり、とても楽しい

日時：9月21日（水）16：00～

時間を過ごすことが出来ました。台湾では、ショッピ

場所：国府高校「大会議室」

ングや台北 101、九份、中世祈念堂、夜市などまだま

内容：未定

だ他にもたくさんの場所に連れて行っていただき、台

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

湾の文化や、日本と違った所も色々と知ることが出来

の課外、職員の会議等）、急遽変更される場合もあります。

ました。

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。
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