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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。本日の例会は、熊本南ロータリー寿

崎奨学生のお披露目といいますか、ご紹介と奨学金の交付式

となります。これは寿崎パストガバナーが私財を投じて創設

された基金を元に運営している制度で、当クラブが誇れる世

界でも類を見ないものだと思います。これまでは年度当初の

7月にこの例会をおこなっておりましたが、本年度は新たな

試みとして募集の時期を変更してみました。結果から言うと

あまり大差なかったのかなと思います。時期の問題というよ

り、告知の仕方に問題があったようで、次年度への課題とし

て引き継ぎますので、坂本兄貴の年度では“前へ”進むと思

いますので宜しくお願いします。 

それでは本年度の寿崎奨学生を紹介いたします。熊本大学 

１１/１９ 本音で語り合う企業経営の勉

強会＠県民交流館パレア/ 

懇親会＠バル Hironosuke 

１１/３０ 第 2 回市域 RC 会長・幹事会 

      ＠ホテルキャッスル 

１２/２  職業奉仕大会＠ホテルザーズ 

１２/３  年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本「天草」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回例会記録（通算第 2785 回）  

平成 30（2018）年１１月１２日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

（寿崎奨学生） 

付 凌峰君 

呂 康君 

AHMED MD SHAMIM君 

金 妍青君 

王 双林君 

呂 宜靜君 
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今年度 寿崎奨学生＆カウンセラーの皆さん。よろしくお願いします！  

付 凌峰（フ リョウホウ）君（中国）、カウンセラー 園田

修司会員、熊本学園大学 呂 康（ロ コウ）君（中国）、カ

ウンセラー 星野誠之会員、崇城大学 AHMED MD SHAMIM（アフ

メド エムディ シャミム）君（バングラディシュ）、カウンセ

ラー 馬場大介会員、崇城大学 金 妍青（キン ケンセイ）

さん、（中国）、カウンセラー 玉田光識会員、熊本学園大学 王 

双林（オウ ソウリン）君（中国）、カウンセラー 永井富士雄

会員、熊本学園大学 呂 宜靜（ロ イチン）さん（台湾）、

カウンセラー 坂本研一会員、以上の 6人です。 

 私も面接に参加させていただきましたが、皆さんわざわざ留

学されるだけあって、日本が、熊本がお好きのようです。勉強

も含め日常の生活の中で気づいた日本の、熊本の良いところを

母国の人に伝えて下さい。そういう小さな積み重ねが国同士の

良い関係につながっていくと思います。ぜひ日本との懸け橋に

なって頂くことをお願いして会長報告に代えたいと思います。 

本日も宜しくお願い致します。 
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幹事報告（倉崎保広君） 

1.姫路南 RC より10月週報が届いております。 

2.例会終了後「定例理事会」を開催いたします。関係各位はご

参加をお願いいたします。 

3.本日19：00～（食事18：30～「第3回クラブ協議会」はホテ

ル日航熊本 5F 「天草」開催です。ご参加の方はよろしくお

願いいたします。 

 

例会変更のお知らせ 

○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～ 

○西稜 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 12月 10日（月）12：30～ 

[場  所] ホテル日航熊本 7F 「ガーデンバンケット」 

○菊南 RC～親睦会のため時間変更 

[変更前] 12月 19日（水）12：30～ 

[変更後] 12月 19日（水）未定 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 26日（水）12：30～ 

○西稜 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 12月 31日（月）18：30～ 

 

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 ４２名 67.74％    ８７.１０％ 

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） 

 

 

 

定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.年忘れ家族会について 

⇒12/3（月）17：30～例会・年次総会、18：00～家族会が承認されま

した。 

2.新年会について 

⇒開催が承認されました。日程等は親睦活動委員会で決定。 

3.熊本まちあかりについて 

⇒協力することが承認されました。（協力詳細は未定） 

4.大澤淳二様の入会について ⇒承認されました。 

5.2019/1/7（月）例会について 

⇒1/8（火）「熊本市域RC新春合同例会」に振替とすることが承認さ

れました。 

6.オハイエくまもと 音楽祭に対する名義後援について 

⇒承認されました。 

7.藤見泰之会員退会について 

⇒11 月末日付の退会が承認されました。 

 

新入会員自己紹介 2回目（池﨑龍彦君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。2回目の自己紹介は家族について少し

お話ししたいと思います。私は今年12月8日に28回目の結婚記

念日を迎えます。なぜ12月8日を結婚式に選んだかというと、

私の誕生日が8月8日、家内が12月12日ですから、この日を選ぶ

ときっと記念日を忘れないと思いました。おかげで一度も忘れ

たことはありません。子どもは男の子が3人です。長男次男は

すでに独立し、長男には今年7月第1子を授かりました。よく孫

は可愛いと言いますが、私も例外なく携帯の待受画面は孫の写

真です。次男も今週土曜に結婚式を行います。現在は家内と高

校2年生の三男との3人暮らしですが、恐らく三男も1年半後に

は家を出ていくと思いますので、久しぶりの夫婦二人だけの生

活に今からドキドキしています。先輩方にいい時間の過ごし方

を教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

今月は、ロータリー財団月間です。横書の 7 頁から 13 頁

にかけて，「特集ロータリー財団月間」、「世界でよいことを

しよう」と題する記事が掲載されています。8頁から 9頁に

かけて、ロータリー財団管理委員である北会員の「ロータリ

ー財団管理委員は今」と題する記事が掲載されています。地

区が、地区財団活動資金（DDF）を使い切れておらず、日本

全体の繰越累計残が 800 万ドルとなっていることが問題で

あると指摘されています。その活用方法として、①ポリオ撲

滅、②6 つの重点分野、すなわち、「平和と紛争予防／紛争
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解決」、「疾病予防と治療」、「水と衛生」、「母子の健康」、「基

本的教育と識字率向上」、「経済と地域社会の発展」、③”世

界でよいことをする”、④恒久基金：2025年までに 20億 2500

万ドルを積み立てる、以上が提示されています。関連して、

10頁から 13頁にかけて、現場の声が掲載されています。2580

地区補助金委員長松林会員は、「クラブで作成した計画に補

助金を給付できないという事態を避けるため、なるべく早め

に相談してほしい」とおっしゃっています。この地区は、補

助金のカウンセリングを行っているそうです。 

さて、16 頁からは、関連してロータリー平和フェローに

関する記事が掲載されています。18 頁から 27 頁にかけて、

ポリオ撲滅の最新状況が紹介されています。ポリオ常在国の

数は、30年間で 125ヶ国から現在では 3ヶ国になりました。

撲滅まであと少しです。28 頁からは、インターアクターの

記事が掲載されています。当 2720 地区の大分舞鶴高校 IAC

も紹介されています。関連して 34頁に、当 2720地区を含む

九州 4 地区がホストとして開催するインターアクト研究会、

ローターアクト研修会が来年 4 月に福岡で開催されること

が紹介されています。32 頁、33 頁に米山記念奨学会の連載

記事が掲載されています。後でご確認ください。 

  縦書きです。当 2720地区関係では、23頁に熊本水前寺公

園 RC北里会員の短歌が掲載されています。25頁に、佐伯 RC

でサッカーAC ミランのテクニカルディレクターの講座が開

催されたことが紹介されています。26頁に、阿蘇 RCが二重

峠トンネルの現場の視察をしたことが紹介されています。32

頁の「声」にも大分中央 RC会員の投稿が掲載されています。 

 

●スマイルボックス（藤見泰之君） 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君 

西川尚希君 

 本日のご来訪者、寿崎奨学生の皆さまを歓迎いたします。 

○渕田俊郎君・玉田光識君・永井富士雄君・馬場大介君 

 園田修司君 

 寿崎奨学生のご来訪を心から歓迎します。例会を楽しんでく

ださい。カウンセラーとの報告、連絡、相談を密にお願いし

ます。 

○井上雅文君 

 先週木曜の熊本南 RAC 例会メインプログラム卓話を藤見泰

之副委員長が担当してくださいました。眼に関する持論を交

えての大変興味深いお話でした。RACメンバーも食い入るよ

うに聞いていました。藤見副委員長ありがとうございました。 

○告坂和紀君 Ⅱ 

 今年 8月に私の婚約者が社労士試験を受け、先週末発表があ

り見事に合格できました。試験後多分落ちたと言っていたの

で、その分喜びも大きなものになったようです。これでます

ます家庭内では私の立場が弱くなりそうですが、喜びと感謝

のスマイルです。 

 

○齊藤直信君 

 久しぶりのホームクラブ例会出席です。 

○久峨章義君 

 本日、調査立会中につき早退します。 

○藤見泰之君 

 本日の言葉は「一言芳恩」です。この言葉の意味は、一言声

をかけてもらったことを忘れず感謝することです。私のロー

タリー活動においても会員の皆様からの一言が支えになっ

ておりました。感謝しております。 

 

●寿崎奨学会奨学金交付式・自己紹介（永井富士雄君） 

○付 凌峰（フ リョウホウ）君 / 中国 

 カウンセラー：園田修司君 

 ロータリー寿崎奨学会の皆様、こんにちは。私は中国から

の留学生の付 凌峰と申します。この度は私を奨学生にお選

びいただき、誠にありがとうございます。私の出身地は中国

の貴州です。貴州は中華料理で有名な四川省の隣の省です。

四川の隣の省なので、貴州の料理は辛いものが多く、私も辛

い食べ物が好きです。日本に来て一年過ごしましたが、熊本

の夏は貴州よりもとても暑く、おどろきました。私は色んな

ことに興味があり、天文学、地理学、歴史、機械などに強い

関心を持っています。また、スポーツではバスケットボール

が好きで、大学ではバスケットボールのチームに入っていま

した。日本に来る前は、中国で消化器外科の医師として働い

ていました。現在は、熊本大学医学部の大学院で胃癌に関す

る研究を行っています。今、行っている研究が実際の患者さ

んの治療につながる様に、毎日研究に励んでいます。私は日

本に来る前に、結婚しており、私の影響で、妻も日本で留学

しています、彼女は現在、東京大学で医療経済学を勉強して

います。私の両親は既に定年退職しており、私も留学中であ

ることから、金銭的には厳しい状況でした。そんな中でこち

らの奨学金に選んでいただいたことは、大変嬉しいことで、

とても感謝しています。この機会を活かして日本での異文化

コミュニケーションを深めていきたいです。 

以上が私の自己紹介です。ロータリー寿崎奨学会の皆様、こ

の機会を与えてくださったことを改めて御礼申し上げます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○呂 康（ロ コウ）君 / 中国 

 カウンセラー：星野誠之君 

皆さま、こんにちは。私は中国からきた留学生 呂 康と

申します。今年で 21 歳になりました。今は熊本学園大学商

学部経営学科の 2年生です。専攻はマーケティングです。私

は去年初めてロータリー寿崎奨学会の奨学金をいただきま

した。このおかげで非常に経済面で安心して勉強に専念する

ことができました。私は将来、貿易に関する仕事に就きたい

と思っています。また、中国語と日本語両方で話すことが出

来るので、中日の貿易に携わる会社に興味があります。私の
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故郷は青島という町です。福岡と貿易をする会社が多く存在

します。将来は、福岡で就職することができたら、転職の形

で故郷の青島に戻りたいと考えています。奨学金をいただい

たことをきっかけに、皆さまとのつながりができたので、皆

さまが経験されたことを教えていただきたいです。特に失敗

された時にどうやって乗り越えたのかを教えていただきた

いです。来年もここに立って、皆さまにご挨拶できるよう頑

張ります。今後もよろしくお願いいたします。 

 

○AHMED MD SHAMIM（アフメド エムディ シャミム）君 

/ バングラディシュ  カウンセラー：馬場大介君 

私は崇城大学情報学部情報学科 1年生の AHMED MD SHAMIM

（アフメド エムディ シャミム）です。私はバングラディシ

ュで高校を卒業して日本へ参りました。私が日本を留学地と

して選んだのは、子供の頃から母国でよく目にした車や電化

製品が多く、例えばテレビ・アイロン・冷蔵庫・電子レンジ

などが日本製だったので、その日本に大変興味があったから

です。現在、私は崇城大学情報学部情報学科でコンピュータ

基礎や、プログラミングの基礎・基礎電気数学など勉強して

います。また、自分で英語を一所懸命頑張っています。将来

は、日本国内のグローバル的な IT 企業に就職したいと思っ

ています。また、より専門的な知識を大学院に行って学びた

いと思っています。最後に、今回私を採用してくださったロ

ータリー寿崎奨学会の皆さんには心から感謝しています。あ

りがとうございます。これからも一所懸命頑張りますので、

よろしくお願いします。 

 

○金 妍青（キン ケンセイ）君 / 中国 

 カウンセラー：玉田光識君 

初めまして、私は金 妍青（キン ケンセイ）と申します。

中国の東北にある、延吉からまいりました。現在、崇城大学

芸術学部のデザイン科マンガ表現コースに所属しています。

崇城大学には 4月から通い始めました。熊本に来る前は、横

浜にある日本語学校で 1 年半くらい日本語を勉強しました。

横浜と比べて熊本は自然に溢れていて、とても過ごしやすい

ところです。私には夢があります。それは、日本で暮らしな

がら好きな漫画を描くことです。幼い頃から日本のアニメや

漫画などに憧れ、日本に留学するために中国で 2年以上も日

本語の勉強をしました。はじめは日本語がなかなか通じず苦

労をしました。アルバイトなど通して日本語も上達し、大学

では多くの日本人の友達も出来ました。崇城大学で漫画につ

いて勉強することができ、夢にどんどん近づいているようで

とても幸せです。今回の奨学金に採用されて大変嬉しいです。

奨学金を受給することができて両親の負担を減らすことが

でき、勉強のための教材を購入することもできるので、ます

ます勉強をする意欲が湧きました。これからも勉強を頑張っ

て、人々に幸せを感じてもらえるような漫画を描けるように

なりたいです。本当にありがとうございます。 

○王 双林（オウ ソウリン）君 / 中国 

 カウンセラー：永井富士雄君 

みなさん、こんにちは。私は四年前に中国から来た熊本学

園大学の留学生、王双林と申します。私の出身は中国の河南

省で、故郷は有名な歴史人物老子と同じです。四年帰郷して

ないので、よく故郷にしかない料理を思い出します。中国の

河南省は歴史が中国で一番長いし、物価が安いし、料理は種

類と量が多いから、中国に旅行したら、推薦します。私は中

国で短期大学を卒業した後で、不動産屋に就職しました。不

動産屋に入って初めの三か月で、私の営業成績はゼロでした

が、他の社員より頑張って、お客さんのニーズに満足できる

商品を探すというやり方を見つけた後で、営業の契約数は会

社で一番多くなりました。私が来日する前、姉は日本での中

国留学生だった会社員と結婚してから日本で住んでいます。

中国でサラリーマンとして、どんなに頑張っても生活も苦し

いですから、不動産屋の仕事を辞めて姉に手伝ってもらって

日本に来ました。日本で就職したいと思いますから熊本学園

大学に入りました。人間のように、どこの国でも、悪いとこ

ろもあることはもちろんですが、中国は日本にたくさんのい

いところを見習うべきです。未来のある一日で、日本のよう

に中国の国民も楽に幸せに生活できることを希望します。 

 

○呂 宜靜（ロ イチン）君 / 台湾 

 カウンセラー：坂本研一君 

  こんにちは。台湾から参りました、現在、熊本学園大学大

学院国際文化研究科日本語教育 2 年コースに通っています、

呂 宜靜（ロ イチン）と申します。本日はよろしくお願い

いたします。小さい頃から日本が好きで、アニメや音楽など

日本の文化に興味を持って、絵を描くことを学び始めました。

台湾の大学でデザイン科を卒業したあと憧れていた日本へ

の留学を目指して働いて貯金して日本に来ました。2016 年

10 月に来日し、日本語学校で 1 年半勉強し、日本語学校で

出会った先生に憧れて、先生が通っていた熊本学園大学に来

ました。熊本に来てもう 3年目になります。この間、日本と

台湾は大きな災害がありましたが、日本と台湾の特別な心遣

いに感謝し、日本と台湾の交流も行われていますが、日本の

方にもっと台湾のことや親日国を知ってほしいため、日本と

台湾の交流の発展に役立てるよう、インタビューとアンケー

トの分析をしています。自分の研究を通じて、日本と台湾が

お互いに国際上で姉妹のような存在である国の関係に役立

てるよう努力しています。現在、熊本学園大学の大学院で日

本語の教え方や研究での知識を勉強し、1年間で必要な単位

を取りました。去年ロータリー寿崎奨学金の機会をいただき、

学校では勉強できないことをロータリーで色々体験できま

した。社会人や日本の礼儀を優しく教えてもらいました。す

ごくいい勉強になりました。今回のロータリー寿崎奨学金の

機会をいただけたことに感謝します。誠にありがとうござい

ます。 


