今年度 R 寿崎奨学生＆カウンセラーの皆さん、お疲れさまでした！
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宜靜君（寿崎奨学生）
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ます。3 月は異動や別れの月。当クラブでも何人かの方
会長報告（喜讀宣友君）

が離れていかれます。せっかく知り合えたのにお別れな

皆さま、こんにちは。今日は沈んでいた気持ちが一

んて胸が切なくなりますが、新天地でのご活躍を祈るば

気に晴れました。やっと私の隣の席に頼れる田川副会

かりです。本日の卓話は、今週と来週に分かれて最後の

長が戻って来られました。マスコミの報道で皆様ご存

奨学金の交付を受ける寿崎奨学生、本日は付

凌峰（フ

知かと思いますが、熊本商工会議所の会頭をこの度退

リョウホウ）君、呂

宜靜（ロ

かれるということです。志半ばで無念とは思いますが、

イチン）君、そして AHMED MD SHAMIM（アフメド

熊本地震からの復旧・復興に尽力され、田川会頭だっ

ディ

たからこそここまでできたということが沢山あると思

員長、渕田理事長にお話をして頂きます。宜しくお願い

います。熊本の一大事の時にその役を与えられたのも

致します。今年度は、新たな試みとして募集の時期を変

天命だったと思います。今は身体が一番ですので、ゆ

えてみましたが、奨学生と関わる期間も短くなり結果と

っくりご静養されて下さい。ロータリーも息抜きとし

してあまり良くなかったので、おそらく次年度は元に戻

て出てきてください。本当にお疲れさまでした。

ると思います。

康（ロ

コウ）君、呂

エム

シャミム）君の 4 人にレポートの発表と、永井委

はやいもので 3 月となりました。なんとなく物悲し

今の仕事を始めてからは、物悲しさに加えて、何かに

くなるのは私だけでしょうか。なぜかと考えてみると 4

追い立てられているようで焦る感じも出てきました。毎

月から始まる日本の年度に関係があるのかなあと思い

年、年度末工事の工期に追われているせいでしょうか？
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昨日とおとといは PETS（会長エレクト研修セミナー）だ

○西 RC～親睦会のため時間場所変更

ったかと思いますが、あれからもう 1 年たったかと思う

[変更前] 3 月 26 日（火）12：30～

と、やり残していることが多すぎて更にロータリーでも

[変更後] 3 月 26 日（火）18：30～

焦りが出てきます。研一兄貴は余裕しゃくしゃく、やる

[場

気満々のようですが。4 月になればほっこりというかウ

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更

キウキしてくるのですが、意外と気を張った緊張感があ

[変更前] 3 月 27 日（水）18：30～

って、GW を過ぎると気が抜けてやる気が出なくなるとい

[変更後] 3 月 27 日（水）12：00～

う 3 月から 5 月の毎年の過ごし方です。ロータリーの年

[場

度は 6 月までなので何とかもうひと踏ん張りが必要です

○菊南 RC～地区研修・協議会に振替のため日程場所変更

ね。

[変更前] 3 月 27 日（水）12：30～

昨日まで滅多に出ない現場に 3 連チャンで借り出され

所] 城彩苑「ぎんなん」

所] 日本料理 泉里

[変更後] 3 月 31 日（日）

て、会長報告を考える時間も無かったのでその焦る気持

[場

所] ホルトホール大分

ちをカミングアウトして会長報告に代えさせて頂きま
す。本日も宜しくお願い致します。

幹事報告（倉崎保広君）
1.地区 RA より「菊池公園お花見清掃活動のご案内」が届い
ております。参加希望の方は申込書にご記入をお願いい

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

６４名

４４名

70.96％

７７.４２％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

たします。
2.別府東 RC より「創立40周年記念式典のご案内」が届いて
おります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいた
します。

欠席記録免除者 1名

3.熊本平成 RC より「30周年記念式典のご案内」が届いてお
ります。参加希望の方は申込書にご記入をお願いいたし

０名（会員数には含まれません）

ます。（再）
4.次回（3/11）例会は、都合によりホテル日航熊本 5F 「阿

例会変更のお知らせ

蘇」に会場変更いたします。ご注意ください。

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 3 月 11 日（月）18：30～

[場

所] ホテル日航熊本「アソシェッド」

5.3/11「第5回クラブ協議会」で配布資料のある委員会は、
3/6（水）までに提出をお願いいたします。

○05福祉 RC～清掃活動のため時間場所変更

会長エレクト報告（坂本研一君）

[変更前] 3 月 12 日（火）12：30～
[変更後] 3 月 12 日（火）7：00～
[場

所] 県民総合運動公園

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3 月 19 日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。3/2～3/3 中津で開催されました、

程] 3 月 19 日（火）12：30～

会長エレクト研修セミナーに堀川貴史会員と参加いた

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更

しましたのでご報告申し上げます。次年度 RI 会長はマー

[変更前] 3 月 20 日（水）12：30～

ク・ダニエル・マロニー氏（米国）、第 2720 地区ガバ

[変更後] 3 月 20 日（水）18：30～

ナーが中津 RC の瀧

[場

ーは世界をつなぐ」、地区スローガンは「さあロータリ

所] 瑞恵

満氏です。RI テーマは「ロータリ

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会

ーの大海へ漕ぎだそう」です。また、マイロータリーへ

[日

の登録のお願いがございました。登録は携帯からも簡単

程] 3 月 20 日（水）12：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

にできますので、ぜひお手続きをお願いいたします。

程] 3 月 20 日（水）12：30～

○中央 RC～定款に基づき休会
[日

程] 3 月 22 日（金）12：30～

○西稜 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 3 月 25 日（月）18：30～

[場

所] 未定
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委員会報告

○永井富士雄君・馬場大介君・園田修司君・玉田光識君

●親睦活動委員会（大津英敬君・森本康文君）

寿崎奨学生 付

凌峰さん、呂

喜讀年度ゴルフコンペのご案内です。後ほど会員各位

SHAMIM さん、呂

宜靜さんのご来訪を歓迎します。報

にご案内いたします。多数のご参加をお待ちしており

告頑張ってください！

ます。

○田川憲生君

［誕生祝］

［結婚祝］

康さん、AHMED MD

Ⅹ

半年ぶりの参加です。やっと出席できるまでに回復し

今村浩昭君

3.4

永井富士雄君

3.2

ました。これからは無理をせず、仕事にもがんばって

漆島典和君

3.9

丸山浩之君

3.2

いきたいと思っています。ご迷惑をおかけしました。

後藤 博君

3.14

高宮 宏君

3.6

桑原幸雄君

3.15

藤山直秀君

3.9

寿崎 肇君

3.16

オックスフォードの大学院に約 4 年行っておりました

古財良一君

3.26

が、やっと政治学ドクターの学位が取れ、4 月から国

園田修司君

3.27

連に勤めることになりました。外務省にて研修後ニュ

○久峨章義君

Ⅲ

先日久しぶりに長女がイギリスから帰ってきました。

ーヨーク向かうことになり、帰国したとのことでした。
○堀川貴史君
本日も満席です。皆さまのご協力に感謝いたします。
○田中靖昭君
私が指導している小学生のバスケットボールチーム
が昨日近畿大会に出場しリーグ優勝することができ
ました。がんばってくれた子供たちと、支えていただ

●スマイルボックス（告坂和紀君）

いた保護者の方々に感謝のスマイルをいたします。

○喜讀宣友君・倉崎保広君・大津英敬君・坂本研一君
西川尚希君
寿崎奨学生の付
SHAMIM さん、呂

凌峰さん、呂

●2018-19 年度寿崎奨学生報告＆奨学金交付式

康さん、AHMED MD

（永井富士雄君）

宜靜さんを歓迎いたします。最後の

活動報告を楽しみにしています。そして、田川副会長
の今日からの復帰おめでとうございます。ご無理のな
い範囲で、ロータリーの活動もよろしくお願いします。
○久峨章義君・後藤

博君・齊藤直信君・井上雄一朗君

吉村郁也君

○付

田川会員の久しぶりのご出席、また、お元気なお姿を

カウンセラー：園田修司君

拝しうれしく思います。
○塚本

侃君・高宮

凌峰君 （中国/熊本大学）

宏君

田川会頭のお顔を拝顔し、お元気そうで安心しました。
無理をされずに自分のペースでやっていただきたい
と思います。熊本の一番大事な人です。
○渕田俊郎君・永井富士雄君・河津延雄君

2 月 4 日は中国の伝統的な春節というお祝いです。

田川会員の病状回復と例会出席を大変うれしく思い
ます。また、寿崎奨学生 付

凌峰さん、呂

AHMED MD SHAMIM さん、呂

宜靜さんのご来訪を歓迎

春節は日本の正月みたいな節ですので、中国人は遠く

康さん、

離れても、必ず家に帰って家族と会います。2 月 1 日
に妻と一緒に帰国しました。日本に来て一年以来始め

します。
○寿崎

ての帰国でした。帰国した二週間、家族に会ったし、

肇君

友達もあったし、とても楽しかったです。両親は私の

欠席が多くて申し訳ありません。田川会頭のお元気な

日本の生活に関心があるので、日本での食生活はどう

お姿に感動いたしました。寿崎奨学生の皆さん、ロー

かとか、研究は順調でしたかとか、色々な質問をしま

タリーを勉強して、帰国されましたらぜひロータリー

した。私の友達は大体医師ですので、日本の医療体制

クラブに入会してください。

と、医師の仕事についてのことを聞きました。一番多
くて聞かれたのは中国人を差別したことがあります
か。実は日本人の親切さと優しさ、日本に来て以来

3

色々なお世話になったことをちゃんと説明したら、友

なと考えています。私は将来のことを考えて日本に住

達がびっくりしました。確かに日中は特殊な歴史的背

みたいです。これから日本へ住むためにどうすればよ

景があるから、日本に来たことのない中国人には、そ

いか、必要なことを教えていただきたいです。

んな誤解がありやすくなります。その誤解を解消する
ために、もっと頑張らなければなりません。2 月 19 日

○呂

宜靜君（台湾/熊本学園大学）

に日本へ帰りました、今から一生懸命に研究します！

カウンセラー：坂本研一君

○呂 康君（中国/熊本学園大学）
カウンセラー：星野誠之君

熊本に来てもう 3 年半になりました。最初は日本に
憧れて日本で生活してみたいと思い熊本に来ました。
この間に色々な体験をしました。良いことも悪いこと
私は、一昨年の 4 月から今年 3 月までの 2 年間、寿
崎奨学会の奨学金をいただきました、呂

もあり、日本が嫌いになって帰国したいという気持ち

康と申しま

もありましたが、現在は熊本、日本に対して好きな気

す。この 2 年間を振り返ると、いたらないことも多か

持ちで、自分の第二の故郷という深い感情が生まれま

ったと思いますが、充実した 2 年間でした。2 年間変

した。嫌いなところも好きなところもあって、日本、

わらず支えてくださった寿崎奨学会の皆さま、ロータ

熊本を愛している自分の成長を感じられました。今年

リークラブの皆さまに心からお礼を申し上げます。来

で学生生活が終了し、自分で研究した日本人の大学生

年度の寿崎奨学金にも申込む予定ですので、どうぞよ

は、異文化交流、教育により、自己成長から異文化に

ろしくお願いします。

対する深い感情になる結論と応えて、自分の内的変化
を感じたことで日本に感謝しています。これから仕事

○AHMED MD SHAMIM 君（バングラディシュ/崇城大学）

は日本でしても台湾でしても、過去の自分より相手の

カウンセラー：馬場大介君

気持ちを大事にするということは一生忘れない、そし
て、こういう自分の成長は他の人にどう伝えるべきか、
これからの人生の課題としてがんばります。この奨学
金をいただいて二年経ちました。奨学金のおかげで勉
強ができます。本当に助かりました。ロータリー寿崎
奨学金の機会をいただいて、誠にありがとうございま

まず、ロータリー寿崎奨学会の皆さんにありがとう

した。

ございます。この奨学金をもらって自分の勉強する時
間を増えましたので自分が頑張って全科目理解でる
ようになりました。私は崇城大学情報学部情報学科 1
年生のアフメド

エムディ

シャミムです。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を頑張
っています。それ自分で英語を一所懸命頑張っていま
す。前期より私は後期でたくさん勉強をすることがで
きました、そして、大学活動もできてとても良かった
です。たとえば、サークル入ったり学内で友達遊んだ
り、図書館で友達と一緒に勉強します。私は今バイト
や学校の友達とたくさんコミュニケーションをとる
ことができます。なぜならロータリー寿崎奨学会の皆
さまのおかけでとてもいい生活できるようになりま
した。これからもかんばりたいです。本当にありがと
うございました。最後に私は情報学科なのですが、こ
れからは色々コースがあって自分はどっちに行くか
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