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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。11 月となってクールビズが終

了し本日よりネクタイ着用となりました。襟元が締ま

るのと同時に気持ちまで引き締まるような感じがして

おります。昨今、長い夏が終わると急に寒くなり、秋

はほんのちょっとですぐ冬が来るような気がします。

これから年末にかけてますます皆さんせわしくなるか

と思いますが、体調管理にはお気を付けてお過ごし下

さい。本日のご来訪者は、熊本グリーンロータリーク

ラブより、副会長の山下佳介様、幹事の福島和見様が 

創立 30周年記念式典のご案内に来られました。後ほど

ご挨拶を頂きますので宜しくお願い致します。また、

本日の卓話者は、米山奨学生の蔡宜瑾（cai yi jin）

１１/１２ 第 3 回クラブ協議会 

＠ホテル日航熊本 「天草」 
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１１/１９ 本音で語り合う企業経営の勉
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１１/３０ 第 2 回市域 RC会長・幹事会 
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第１３回例会記録（通算第 2784 回）  

平成 30（2018）年１１月５日 

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 

蔡宜瑾君（米山奨学生） 

川村忠生様（カウンセラー/八代東 RC） 

安藤秀徳様（カウンセラー/八代東 RC） 

山下佳介様（熊本グリーン RC） 

福島和見様（熊本グリーン RC） 
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米山奨学生 蔡宜瑾君の卓話「台湾文化の紹介と日本文化との差異について」より  

さん、台湾のご出身です。ニックネームは「キンキン」

でいいですか。カウンセラーとして八代東 RC の川村忠

生様、安藤秀徳様にご同行頂いております。卓話のテー

マは、台湾文化の紹介と日本文化との差異ということで

すので宜しくお願い致します。当クラブも台湾の台北大

同扶輪社と姉妹クラブの締結をしており、毎年行き来を

しております。毎回すごい歓迎を受けますし、平成 28

年熊本地震発災後もいち早く多くの義援金と励ましを

頂きました。恐らく今一番の相思相愛の国同士だと思い

ますし、この先もずっとこの関係が続けば良いなと思っ

ております。 

ひとつうれしいニュースがありますので皆様にご報

告させて頂きます。長らく私の隣の席が空いておりまし

たが、田川副会長に先週メールで確認したところ、今週

末には退院できそうとのことでした。皆様にはご迷惑を

おかけして申 
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おかけして申し訳ありませんとのことでしたが、早く元

気なお顔が見たいですし、私もここまで不安の中、手探

りでやってきましたが、隣の席に帰ってこられるとまず

安心感が違いますし、非常に心強いです。早く「おかえ

りなさい」と言える日を楽しみに待ちわびながら本日の

会長報告とさせて頂きます。 

本日も宜しくお願い致します。 

 

出席報告（森本康文君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６５名 ３９名 62.90％    ８０.９５％ 

出席規定適用免除者 3名 欠席記録免除者 1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 

○05福祉 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 13 日（火）12：30～ 

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土） 

[場  所] ホルトホール大分 

○水前寺公園 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～ 

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土） 

[場  所] ホルトホール大分 

○菊南 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 14 日（水）12：30～ 

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土） 

[場  所] ホルトホール大分 

○中央 RC～地区大会へ振替のため日程場所変更 

[変更前] 11 月 16 日（金）12：30～ 

[変更後] 11 月 16 日（金）～17 日（土） 

[場  所] ホルトホール大分 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 20 日（火）12：30～ 

○05 福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 20 日（火）12：30～ 

○江南 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 11 月 21 日（水）12：30～ 

[場  所] 浜料理 侍 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 21 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 21 日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 22 日（木）13：00～ 

 

 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 11 月 28 日（水）13：00～ 

[場  所] 味の波止場 

○西南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11 月 29 日（木）12：30～ 

 

幹事報告（倉崎保広君） 

1.八代 RC より「創立60周年記念誌」が届いております。 

 

熊本グリーンロータリークラブ挨拶 

（山下佳介様・福島和見様） 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。本日は来年2月18日開催いたし

ます、当クラブ創立30周年記念式典のご案内にまいりま

した。6月に開催されました貴クラブの60周年記念式典

に私共2名も参加いたしました。参考にさせていただき、

盛大な会にしたいと思っておりますので、ぜひ多数のご

参加をよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本幸樹君・大津英敬君） 

 [ 誕生祝 ]           [ 結婚祝 ] 

山本博史君   11.3       田中靖昭君   11.1 

河津延雄君   11.20      藤見泰之君   11.1 

吉村郁也君   11.23     木村弘訓君   11.9 

    渕田俊郎君   11.10 

玉田光識君   11.15 

                       北口  誠君   11.15 

馬場大介君   11.15 

坂本幸樹君   11.22 

近森栄太郎君  11.22 
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皆さま、こんにちは。親睦活動委員会よりお知らせで

す。12/3（月）は毎年恒例の「年忘れ家族会」を開催予

定です。また、年明けには「新年会」も予定しておりま

す。詳細につきましては後日改めてご案内いたします。

ご多忙中の時期と思いますが、ぜひ多数のご参加をよろ

しくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○川村忠生様（八代東 RC） Ⅲ 

 塚本先生、先日のガバナー補佐会では大変お世話にな

りました。初めて訪問させていただきました。今後と

もよろしくお願いいたします。 

○山下佳介様・福島和見様（熊本グリーン RC）  

 本日は熊本グリーンロータリークラブ創立 30 周年記

念式典のご案内でまいりました。お一人でも多くの皆

様に登録いただけることを願いながらスマイルさせ

ていただきます。 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君 

告坂和紀君 

 本日の卓話者 蔡宜瑾さん、カウンセラーの川村様、

安藤様のご来訪を歓迎いたします。蔡宜瑾さんは私共

のクラブと親交の深い台湾出身ということで、卓話を

楽しみにしています。また、熊本グリーン RC からご

来訪されました福島様、山下様を歓迎いたします。熊

本南 RCの例会を楽しまれてください。 

○塚本 侃君 

 八代東 RC の川村さんのご来訪を歓迎してスマイルい

たします。 

○園田修司君・丸山浩之君・井上雅文君・森本康文君 

 当クラブへの来訪者 八代東 RCの川村さん、安藤さん、

蔡宜瑾さん、熊本グリーン RC の山下さん、福島さん

のご来訪を歓迎しスマイルいたします。 

○三角雄介君 

 熊本グリーン RCの福島様のご来訪を歓迎いたします。

以前、仕事の関係でお会いしていましたが、本日 5 年

ぶりくらいに再会しました。以前とまったく変わらな

い美しさにスマイルします。 

○漆島典和君  

 11月は七五三の月です。子どもさん方の健やかな成長

を祈りつつ本日は早退いたします。 

  

 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は「古琴の友」です。故事からの言葉で、

友の奏でる音色を聞けば、その友の心境を察知するこ

とができる間柄。自分のことをよく理解してくれる友

人のことを言います。まるでロータリアンを示すよう

な言葉でございます。私もまだまだ未熟ですが、これ

おからも精進してまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

●米山奨学生卓話（告坂和紀君） 

 「台湾文化の紹介と日本文化との差異について」      

                 蔡宜瑾君 
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■11/4（日）宇佐八幡 RC創立 30 周年記念式典 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆RI ニュース（国際ロータリーHPより） 

 「青少年犯罪の悪循環を断ち切るための都市平和プロ

ジェクト、PACTプログラムにロータリークラブが協力

しています」 

自分は刑務所に行く。犯罪まみれの人生から抜け出す

には、それしかない。アキーム・スティーブンソンさ

んは、人生をどうにか変えたいと必死でした。カナ

ダ・トロント在住の彼は、10 年以上さかのぼる 10 代

のある日、加重強盗の容疑で逮捕されました。4 度目

の逮捕で、刑務所送りになるところでした。しかし裁

判官は、彼の中にまだ更生の望みがあると判断し、18

カ月間の青少年プログラムに参加するか、6 カ月間の

刑期を務めるかの選択肢を与えました。スティーブン

ソンさんは、PACTへの参加を選択。これが彼の人生を

変え、音楽の道を開きました。参加（Participation）、

容認（Acknowledgement）、誓い（Commitment）、変容

（Transformation）の頭文字をとった PACT は、トロ

ントに拠点を置く慈善事業で、問題児や犯罪歴のある

青少年の更生をサポートしています。起業家で地元ロ

ータリアンであるデイビッド・ロケットさんが 20 年

以上も前に共同設立し、現在ではロータリークラブか

らの支援を受けています。このプログラムでは、貧困

と犯罪行為の悪循環を断ち切ることを目的としてい

ます。参加者が何を必要としているかを突き止め、「人

生が前向きな方向に進むように手伝い、自分の生活だ

けではなく、地域社会も豊かなものにできるようにす

る」戦略を立てることが目標だと、ソーシャルイノベ

ーターズ・ロータリーE クラブ会員であるロケットさ

んは言います。PACT は都市部の地域社会に平和をもた

らす、とロケットさん。「暴力と犯罪行為の影響に目

を向けて、問題がどう起こるのか理解し、問題児を早

い段階で支援する非常に効果的な解決策を生み出す

のが PACT です。問題児を助けたければ、彼らのシン

プルなニーズを理解しなければならない。とても単純

なこと」と話します。過ちを犯す青少年の多くは懲役

刑に服すことになる、とロケットさん。しかし、親に

見捨てられ、「悲惨な人生を送ってきた」人にとって、

PACTはさらなる犯罪を阻止し、人生を変えるきっかけ

となります。PACTは裁判所と連携して、効果が得られ

そうな 12～19 歳のプログラム対象者を特定。青少年

に有罪判決が下されると、裁判所は保護観察処分とし

て彼らを PACT に紹介します。PACT がこれほどの成功

を収めてきた秘訣は、ライフプラン・コーチング・プ

ログラム（英語サイト）にあります。参加者一人ひと

りにライフコーチの担当者がつく強力な介入プログ

ラムです。12～18カ月間にわたって毎週話し合いを重

ね、教育、就職、健康、人間関係、地域社会への貢献、

再犯防止の 6つの主要分野で目標を設定します。ライ

フコーチングは、ライフコーチとの会話を通じて人生

の骨組みと容認を与え、能力と自己理解を高め、自発

的な学習と行動を促進するプロセスです。青少年が現

状を脱却して理想の未来に近づく手助けをしてくれ

ます。PACTのライフプラン・コーチングは従来のカウ

ンセリングとは異なり、過去ではなく今と未来に重点

を置いている、とロケットさんは説明します。このプ

ログラムは 65％という高い成功率を収めています（こ

こで言う成功率とは、再犯しないプログラム修了者の

率のこと）。ライフコーチとの会話の中に未来を作り

直すためのヒントと自信を見つけた、とスティーブン

ソンさんは言います。「PACT プログラムは考え方を変

えてくれるんです」とスティーブンソンさん。「ただ

し、青写真は作ってくれますが、それを実行に移すの

は自分です」それ以降、スティーブンソンさんは高校

卒業同等資格を取得し、今はコールセンターで働いて

います。また、PACT 人生・職業スキル地域社会奉仕プ

ログラム（英語サイト）で音楽への情熱を見出しまし

た。これは音楽や映画制作、料理、ガーデニング、起

業といった実践的な活動を通して学びを得るという

プログラムです。今日では、トロント地域で 30 クラ

ブ近くが PACTを支援しています。 

http://pactprogram.ca/pact-programs/lifeplan-coaching-program/
http://pactprogram.ca/pact-programs/lifeplan-coaching-program/
http://pactprogram.ca/lifeskills-community-service-projects/
http://pactprogram.ca/lifeskills-community-service-projects/

