東武トップツアーズ㈱岡本直樹君の入会を歓迎します。楽しいロータリーライフを！

第２８回例会記録（通算第 2759 回）
平成 30（2018）年３月１２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
呂 宜靜君（寿崎奨学生）
沈 小烽君（寿崎奨学生）

［今 日］

例 会

1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 両角光男様
（熊本大学工学部顧問
名誉教授）
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熊本城東 RC 創立 30 周年記
念式典＠ホテルキャッスル
花見の会＠KKR ホテル「ロー
タスガーデン」
2018-19（次年度）地区研修・
協議会＠ホルトホール大分
DL スキル UP セミナー
＠熊本県民交流館パレア
2017-18 第 3 回熊本市域 RC
会長・幹事会＠メルパルク

会長報告（今村浩昭君）
皆さま、こんにちは。本日の卓話は、本年度寿崎奨学生 呂
宜靜さんと沈

小烽さんです。最後の例会参加となりますの

でご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。

はないかと思います。60 周年記念式典まで 3 ヶ月です。引き
続き、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

まず、うれしいご報告です。本日、東武トップツアーズ株

また、本日配布のロータリーの友 3 月号縦書き P.27 に、昨

式会社熊本支店長の岡本直樹様が入会されました。のちほど

年 11/11 に来熊されました姫路南 RC との「交流会」の記事が

第 1 回目の自己紹介がございます。

掲載されています。ぜひご一読ください。

さて、今月に入り本格的な 60 周年キャラバンがスタートい
たしました。また、例会前に開催されました「60 周年実行委

例会変更のお知らせ

員会」では、大まかな全体のスケジュールと各委員会の役割

○西稜 RC～定款に基づき休会

確認等を行いました。今回の 60 周年記念事業は、
「イノベー

[日

ション-変わり続ける-」を大テーマに掲げております。当ク

○西 RC～定款に基づき休会

ラブは地区のモデルクラブとなるよう活動されてきており、

[日

これからもモデルクラブとなるよう活動するのであれば、伝

○05福祉 RC～定款に基づき休会

統的な理念は継承しつつ、時代に合わせた変化も必要なので

[日

程] 3月19日（月）18：30～
程] 3月20日（火）12：30～
程] 3月20日（火）12：30～

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 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

○平成 RC～定款に基づき休会

○グリーン RC～親睦会のため場所変更

[日

程] 3月21日（水）12：30～

[日

程] 4月2日（月）18：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

[場

所] 日本料理 きた川

[日

○東 RC～親睦会のため場所変更

程] 3月21日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

[日

程] 4月3日（火）12：30～

[日

[場

所] ダイニングカフェ彩

程] 3月21日（水）12：30～

○江南 RC～定款に基づき休会

○西 RC～親睦会のため時間変更

[日

[変更前] 4月10日（火）12：30～

程] 3月21日（水）18：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会

[変更後] 4月10日（火）18：30～

[日

○西 RC～定款に基づき休会

程] 3月22日（木）13：00～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

[日

程] 4月17日（火）12：30～

程] 3月23日（金）12：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更

幹事報告（森本康文君）

[日

程] 3月26日（月）18：30～

1.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位はご参加

[場

所] 日本料理 おく村

をお願いいたします。

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

2. 来週（3/19）例会は「定款に基づき休会」です。次回は3/26（月）

[変更前] 3月27日（火）12：30～

12：30～です。ご注意ください。

[変更後] 3月27日（火）18：30～
[場

所] ロシア料理 ボルガ

出席報告（大津英敬君）

○東 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3月27日（火）12：30～
[変更後] 3月27日（火）10：00～
[場

所] 熊本市城南総合スポーツセンター

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６４名

４３名

71.67％

９１.５３％

出席規定適用免除者

○江南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 3月28日（水）12：30～

名誉会員

[変更後] 3月28日（水）18：30～
[場

０名（会員数には含まれません）

定例理事会報告（今村浩昭君）
1.60周年記念事業予算について

[変更前] 3月28日（水）12：30～

⇒一般会計より200万円、スマイル会計より100万円を資金移動

[変更後] 3月22日（木）18：30～

する。尚、余剰の場合は一般会計へ戻入れ、不足の場合は理

所] 未定

事会にて検討することを承認。登録について、姫路南 RC は

○平成 RC～城東 RC 創立30周年記念式典へ振替のため日程場

招待（今回限り）とする、台北大同扶輪社は登録していただ

所変更

く。

[変更前] 3月28日（水）18：30～

2.オハイエくまもと音楽祭支援について

[変更後] 3月31日（土）15：00～
[場

欠席記録免除者 1名

所] 城見櫓

○菊南 RC～親睦会のため日程場所変更

[場

4名

⇒社会奉仕委員会予算より10万円の支出を承認。

所] ホテルキャッスル

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更
◆新入会員自己紹介 1回目（岡本直樹君）

[変更前] 3月28日（水）18：30～
[変更後] 3月28日（水）12：00～
[場

所] 日本料理 泉里

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3月29日（木）12：30～

○りんどう RC～城東 RC 創立30周年記念式典へ振替のため日程
氏名：岡本直樹（おかもと

場所変更

生年月日：昭和43年6月2日

[変更前] 3月29日（木）13：00～

勤務先：東武トップツアーズ株式会社熊本支店

[変更後] 3月31日（土）15：00～
[場

なおき）君

推薦者：今村浩昭君・玉田光識君

所] ホテルキャッスル
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◆会長エレクト報告（喜讀宣友君）

テムを設置するプロジェクトを実施されております。「レイ
ンボーネシア」とは、ミクロネシア連邦が虹色に輝く見合い
を描いて推進することを意図されております。P.12は「健康
に、健全に生きる権利を支えて」として、さいたま欅 RC 大
塚会員の記事です。タイにて小学校に浄水器を設置されまし
た。P.13は「ハノイの平和村に快適な水環境を」として、彦

皆さま、こんにちは。3/17（土）「会長エレクトセミナー

根 RC の取り組みが紹介されております。枯葉剤の影響と見

（PETS）
」に参加いたしました。次年度 RI 会長はバリー・ラ

られる障害児施設に、手洗い場・シャワー・トイレ設備を改

シン氏（バハマ イーストナッソーRC）
、テーマは「インスピ

修されました。P.14～15にはアジアの地域雑誌からとして、

レーションになろう」、第2720地区ガバナーは高山泰四郎氏

インド・台湾・韓国・フィリピンでの雑誌が掲載されており

（大分1985RC）、ロータリーは心の太陽「ロータリーを信奉

ます。P.16～20が「ローターアクトからロータリーへ」、過

し、奉仕に行動しよう」をテーマに掲げられています。

去に RAC に在籍したロータリアンが紹介されております。
P.16は、2730ジャパンカレントロータリーE クラブの今柳田

◆60周年実行委員会報告（漆島典和君）

様（元 鹿児島東南 RAC）
、この方は特別支援学校の教員でし

皆さま、こんにちは。実行委員会よりご報告です。本日例

たが E クラブなら時間的経済的にもやっていけるとして入

会前に60周年実行委員会を開催いたしました。式典までの大

会されました。P.17は水戸 RC 内藤会員（元 福岡 RAC）
。23

まかなスケジュール確認及び各委員会の役割確認等行いま

歳から4年間 RAC、20年ぶりに友人に誘われて RC 入会。千歳

した。各委員長様には委員メンバーの選出をお願いしており

RC の喜多会員（元 千歳 RAC）
。RAC へのロータリアンの父の

ますので、お声掛けがあるかと思います。ご協力のほどよろ

勧め、RC へは父の死去がきっかけでした。P.18は西那須野

しくお願い申し上げます。

RC の寺崎会員（元 小山東 RAC）
。RAC へは勤務先の社長の勧
め、RC へは地元建築士の交流があったロータリアンからの

◆地区副幹事報告（後藤

博君）

誘いがきっかけでした。P.19は京都西 RC の山崎会員（元 京

皆さま、こんにちは。今年度地区大会が3/16（金）～17

都西 RAC）
。RAC へは身内からの勧め、RC へはローターアク

（土）開催されます。当クラブは SAA、議会進行、会場設営

ター時代に世話になった方からの誘い。P.20は上田東 RC 母

担当として当日の準備等ございますので、メンバーの方はよ

袋会員（元 上田 RAC）
。RAC へは訳も分からず創立のメンバ

ろしくお願いいたします。

ーに選ばれたため、RC へはロータリアンの父の死去がきっ
かけでした。P.21～24にかけて「心は共に東日本大震災」
。3

委員会報告

月は東日本大震災、4月は熊本地震についてロータリークラ

●雑誌委員会（向臺行雄君）

ブ・地区が行っている支援活動の紹介をします。今月号につ
いての詳細はのちほどご確認願います。P.26～29にかけて
「ガバナーのロータリー・モメント」の記事が掲載されてお
りますので後ほどご確認願います。P.30～37にかけて、バリ
ー・ラシン国際ロータリーRI 会長エレクトの「ビジョンの
追究」と題した記事が掲載されております。次年度のテーマ

雑誌委員会委員長の向臺でございます。今月のロータリー

は「インスピレーションになろう」が発表されました。P.32

の友のご紹介をさせていただきます。今月は「水と衛生月間」

～34に質問にバリー・ラシン RI 会長エレクトが答える形で

となります。先ずは、横書きの P.3をご覧ください。RI 会長

ロータリーに対する考えを述べられております。P.35～37

メッセージが掲載されております。「ローターアクトの50周

は1月14日～30日に開催された国際協議会レポートで、RI 会

年を祝いましょう」についてです。その中で RAC を提唱して

長エレクトの話が掲載されております。ロータリーのビジョ

いる RC は27％、RAC 卒業後 RC に入会するローターアクトは

ン声明は P.36左上段の通りです。詳細は後ほど確認願いま

少数であり、入会を望んでいる RC があることを全てのロー

す。P.42～43は今月の「よねやまだより」は1990年代です。

ターアクターに伝えましょうと仰っております。続いて P.7

1990年代は、好景気で幕を明け、寄付額・奨学生数ともに過

～15にかけて「1滴の水から広がる奉仕」についての記事が

去最高。その後バブル崩壊で資金不足に直面しました。その

あります。P.8～9に「波紋が広がるように」との題で、あま

頃のことについて2名の話が載っております。

RC の鈴木会員の記事が掲載されております。ラオスで給水

続いて縦書きに移ります。P.21 中段左に熊本水前寺 RC の

塔・簡易水道設置の取り組みです。P.10～11は、仙台 RC 加

北里会員、下段に大分中津 RC の福澤会員が載っております。

藤会員の「レインボーネシアに輝く水と笑顔のプロジェク

✩向臺行雄会員はご栄転に伴い、
3 月末をもって退会されます。

ト」の記事です。ミクロネシア連邦にて、雨水集水貯水シス

今後ますますのご活躍を祈念いたします。

3

●スマイルボックス（井上雅文君）

か問題があってもいつでも相談できます。私のカウンセラー

○今村浩昭君・喜讀宣友君・告坂和紀君・森本康文君

園田修司さんに心から感謝いたします。また、例会に参加し

杉光定則君

て様々な偉い人々と話して知識や経験も増えました。日本の

岡本直樹さんの入会を心から歓迎いたします。また、本日の

伝統文化も経験できました。この恩を忘れずに、中国と日本

卓話者 寿崎奨学生 呂

の民間交流に貢献し、将来は日本と中国の架け橋になりたい

宜靜さんと沈

小烽さんを歓迎し

ます。卓話を楽しみにしています。

と思います。

○渕田俊郎君
寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎します。これからも頑張

◆寿崎奨学生卓話（呂

ってください。新入会員の岡本直樹さん、ご入会ありがとう

皆さん、こんにちは。熊本学園大学国際文化研究科 日本

ございます。
○塚本

侃君

宜靜君）

語教育専攻 2 年コースの呂
Ⅴ

宜靜です。日本に来てから 2

年半くらい経ちました。この 2 年半の間に素晴らしい思い出

叙勲の祝賀会を開いていただき、ありがとうございました。

を作りました。初めての海外旅行は熊本でした。1 週間の旅

○田中靖昭君

でしたが日本を好きになる気持ちはこの 1 週間で強くなり、

3/10、大学受験で浪人生活をしていた長男が希望大学に合格

日本の文化を体験したいと思い、日本に留学することを決め

することができました。本人の努力と支えていただいた塾の

ました。また、日本への好きな気持ちはそれだけでなく、台

先生、妻に感謝。喜びのスマイルです。

湾と日本の繋がりは 3.11 の大地震で気付きました。あの時

○寿崎

肇君

はまだ台湾の大学 1 年生でしたが、親や周りの友達はお金が

長い闘病生活も 3 日前に退院。夢で見た熊本南 RC の皆さま

ないにも関わらず寄付をしました。そして日本から台湾へず

の激励のおかげでした。今日は無事に自宅に帰れたお礼です。

っと感謝していました。2016 年台南で大きな地震がありま

○藤見泰之君

した。日本から応援がすぐ来ましたし、周りの日本人も心配

本日は急用のため早退いたします。お詫びのスマイルです。

してくれました。ネットで台湾に恩返しするというメッセー
ジがたくさんあり台湾人はびっくりしました。でもそれは日

◆寿崎奨学生卓話（園田修司君）

本人だからという言葉がありました。熊本に来て 1 年過ごす

皆さん、こんにちは。私は中国の広東省からまいりました、
沈

間に熊本で大きな地震があり、台湾の友達から当日連絡がき

小烽と申します。現在、崇城大学工学部ナノサイエンス

ました。熊本への関心も止まらなかった。ネットと八代にあ

科 3 年生です。今日は日本で学んだことについて発表します。

る店には台湾、募金ありがとう。でも台南の復興もあるから

まず、今私は本山に住んでいますが、周りはお爺さんお婆さ

もう大丈夫です、というメッセージがあり、日本へ好きな気

んがたくさんいます。初めて日本に来た時、私は日本語が全

持ちはもっと強くなりました。また、スポーツやネットで台

然わかりませんでした。周りのお爺さんお婆さんは非常に優

湾への応援がたくさんあり、台湾は国際上、国として認めら

しく熱心な人々で、ごみ捨ての方法から丁寧に教えてくれま

れていない問題がありますから、台湾人の中には自分は一体

した。今でも毎日学校へ行くか確認します。時々、一限目授

どういう人か分からない人が少なくないですけど、ネットで

業がない時遅く起きます。しかし、2 階に住むお婆さんがこ

2020 年のオリンピックで台湾を正式にしようという応援も

のことを知らなくて電話をかけてきました。「体大丈夫です

ありました。日本人が色々な応援をしてくれたからこそ、現

か？なぜ学校に行かないのか？」私は本山団地に住んで 5

在の台湾人が生まれたと言えますので、日本に恩返しという

年です。周りの人達から、日本人の優しさ、熱心などを実際

気持ちがありました。今年台湾の花蓮で地震があり、台湾へ

に感じました。特に 2 階に住んでいるお婆さんに心から感謝

恩返しというメッセージがありました。台湾と日本は多分こ

します。また、私はナノサイエンス科の学生なので化学実験

の世界で唯一特別な感情を持っている国民ではないでしょ

をやります。私は八田研究室に配属しました。八田先生がよ

うか。寿崎奨学金の機会をもらい、短期青少年交換留学生と

く話す言葉は「実験は執念だ」。毎日実験をやる時先生の言

の交流で、台湾人と熊本南 RC の皆さんは家族のように仲良

葉を思い出し、結果が出るまで諦めず慎重にやります。実際

しで、台湾が好きな日本人はいっぱいいると分かりました。

には今日までに一つ新規有機材料を開発しました。ここで私

この機会で研究の新たな価値を見つけました。日本人は台湾

は仕事に対する執念や努力、チームワークなど勉強しました。

のことを応援していますよと台湾に伝えたいです。現在、論

去年 4 月から寿崎奨学生となり奨学金をもらいました。寿崎

文を進めるようにたくさん先行研究を読んでいます。この 1

奨学会は様々な面で私を助けてくれました。本当に心から感

年間、ロータリー寿崎奨学会の機会をいただき、誠にありが

謝いたします。まず、生活面です。研究室に入ったのでアル

とうございました。

バイトをやる時間がありませんので、生活費は全部国の両親
が負担していました。奨学金をもらって本当に助かりました。
次にカウンセラー制度が非常によかったと思っています。何
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