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会長報告（喜讀宣友君） 

皆さま、こんにちは。まずご来訪者の紹介からさせ

て頂きます。先週に引き続き寿崎奨学生の最後の奨学

金交付ということで、金 妍青（キン ケンセイ）君、

王 双林（オウ ソウリン）君。そして国府高校 IAC

の顧問、川合由美（かわい ゆみ）先生においでいた

だいております。後ほどご挨拶を頂きますが、今期初

めて IAC の例会に参加してみて本当に心が洗われる思

いでした。生徒にどういう指導をされているのかお聞

きしたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

それから野間会員からのご紹介で、㈱ホンダ販売熊

本 代表取締役社長 西野泰司（にしの たいし）様で

す。当クラブの雰囲気を見て頂いたうえで是非ご入会

をと思っておりますが、西野様の亡くなられたお兄様

とは某団体でご一緒させていただいたことがあり、上
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第２７回例会記録（通算第 2798 回）  

平成 31（2019）年３月１１日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
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金 妍青君（寿崎奨学生） 

王 双林君（寿崎奨学生） 

 

 

www.kumamoto-southrc.org 

 

 

中嶋亜志火君の新入会員卓話 「家族信託について」より 

京した時に行きつけの六本木のバーに連れて行っても

らったことがあります。物静かでダンディで本当に良い

方でした。あらためて故人のご冥福をお祈りいたしま

す。 

本日も新入会員卓話ということで、司法書士の中嶋亜

志火会員にお願い致しております。中嶋会員とは、ご入

会前に一度土地の売買の時に銀行でお会いしておりま

す。“亜志火”という名前にインパクトがあってずっと

覚えておりました。私もそうですが、お互い変わった名

前だと悪いことはできないなあと思います。先週くまも

と経済のレセプションがありましたが、中嶋会員も 3月

号のリーダーズ熊本のページに掲載されていて、そこに

年間約 40 件以上の出張セミナーを実施と書いてありま

したので、今日は眠気の来ない楽しいお話が聞けるもの

と楽しみにしております。少しハードルを上げましたが

宜しくお願い致します。 
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先週土曜日は、当クラブのスポンサークラブでもある熊

本 RC の創立 80 周年記念式典・祝賀会に出席してきまし

た。うちのクラブも全員登録させて頂きましたが、当日

は、20名強の出席だったかと思います。参加の皆さんは

お疲れさまでした。思ったのは、やはりキャピタルクラ

ブとしてそつがないということです。会員数もちょうど

100 名に増やされていて、記念講演もテーマに沿ったも

ので、「女性の品格」を書かれた坂東眞理子さんをコー

ディネーターとして、宮城県知事の村井嘉浩さんも歯切

れがよく好感が持てましたし、蒲島知事同様、災害時の

リーダーとしてふさわしい人物であったと思いました。

記念事業としての各所への寄付も、金額の大小は関係な

いとは思いますが、その額に驚かされました。お金があ

るなあと思いました。それも含めて 20 年の歴史と伝統

の差はさすがにあるなと思いました。 

地区への出向や各種大会、メーキャップも含めて、い

ろいろなクラブを見ることは大変有意義なことですし、

昨年、当クラブの 60 周年に来ていただいたクラブの周

年が今期まだいくつか残っております。受けた恩は当然

返さなくてはなりませんので、出来る限りの出席をお願

いしま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。 

 

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 ３９名 62.90％    １００.００％ 

出席規定適用免除者 2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 

○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  程] 3 月 19 日（火）12：30～ 

○東南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 20 日（水）12：30～ 

[変更後] 3 月 20 日（水）18：30～ 

[場  所] 瑞恵 

○江南 RC～職場訪問のため場所変更 

[日  程] 3 月 20 日（水）12：30～ 

[場  所] 光勝寺 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 3 月 20 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  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 

○東 RC～親睦会のため日程場所変更 

[変更前] 3 月 26 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 23 日（土）9：00～ 

[場  所] 熊本市総合体育館 

○西 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 26 日（火）12：30～ 

[変更後] 3 月 26 日（火）18：30～ 

[場  所] 城彩苑「ぎんなん」 

○江南 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 27 日（水）12：30～ 

[変更後] 3 月 27 日（水）18：30～ 

[場  所] 浜料理 侍 

○水前寺公園 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 3 月 27 日（水）18：30～ 

[変更後] 3 月 27 日（水）12：00～ 

[場  所] 日本料理 泉里 

○平成 RC～親睦会のため場所変更 

[日  程] 3 月 27 日（水）18：30～ 

[場  所] 城見櫓 

○菊南 RC～地区研修・協議会に振替のため日程場所変更 

[変更前] 3 月 27 日（水）12：30～ 

[変更後] 3 月 31 日（日） 

[場  所] ホルトホール大分 

○東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 4 月 2 日（火）12：30～ 

[変更後] 4 月 2 日（火）19：00～ 

[場  所] ダイニングカフェ彩 

 

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

たします。 （再） 

2.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

ます。（再） 

3.姫路南 RC より、2月週報が届いております。 

4.本日のクラブ協議会は、ホテル日航熊本 5F 「天草」にて

19：00～（食事18：30～）開催です。ご参加の方はよろしく

お願いいたします。 

5.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。 
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定例理事会報告（喜讀宣友君） 

1.吉村郁也会員の退会について 

⇒承認されました。（3/31付） 

2.6/2（日）オハイエくまもと「創立 10 周年記念コンサ

ート」名義後援について⇒承認されました。 

3.台北大同扶輪社創立 35周年記念式典について 

⇒事務局員参加旅費のクラブ負担を承認。スマイルは

3/18臨時理事会にて再検討。 

4.SAA たすきの作製について 

⇒5本作製が承認されました。 

 

国府高校 IAC 顧問挨拶（川合由美様） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。日頃より国府高校 IACの活動に

ご理解ご支援をいただき、心より感謝申し上げます。本

日は活動報告で参加させていただきました。多くの活動

の場をご提供いただき、また、参加することで生徒たち

の進路に繋がるという素晴らしい成果を上げておりま

す。今後は寿崎奨学生の方々と国際交流の活動もできれ

ばと思います。また、3/24（日）オハイエくまもと音楽

祭にも 18名の生徒が参加させていただく予定です。色々

なイベントに参加することで多くを学ぶことができて

おります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●寿崎奨学会委員会（永井富士雄君） 

2018-19 年度寿崎奨学生報告＆奨学金交付式 

○金 妍青君 （中国/崇城大学） 

カウンセラー：玉田光識君 

 

 

 

 

 

こんにちは、金妍青です。春休みがもう始まりまし

た。学校の課題も全部終わらせてやっとゆっくりやす

めるところです。春休みが始まる前に、テストの代わ

りに今まで学んでいた全ての内容をポートフォリオ

にまとめる必要がありました。なので、三日間の間に

徹夜しながらやっとまともなポートフォリオを完成

することになりました。 

 ポートフォリオ評価の日に、色んな先生と先輩方たち

がいらっしゃっていろいろ評価してくれました。評価

の他にも色んな質問もありましたが、その質問の中で

一番多く聞かれたのは就職についてでした。この学校

を卒業した後どんな仕事したいのか、行きたい就職場

があるのかなとの質問がありましたが、正直その就職

に関してそこまで考えたことはなかったです。状況に

よって仕事の内容を選んで、今までの通りに目の前の

仕事を全力で尽くせばいいのではないかっとおもっ

たのです。でもそのままだとなかなか就職しにくいと

言われました。はっきり目標と仕事内容を決めないと

いけないらしいので、今後のことを考えながら授業を

参加するつもりです。だからといってけしてマンガを

やめるわけではありません、日本に留学したのもその

ためなので、マンガもしっかり勉強しながら、これか

らの仕事を決めたいと思っています。 

 

○王 双林君（中国/熊本学園大学） 

カウンセラー：永井富士雄君 

  

 

 

 

 

2月15日熊本学園大学の図書館で中国の病院から父

の病気の診察結果を不安に待っていた。両親は仏教徒

でいつも優しくて、周りの友達や親戚が困る時、よく

手伝って上げる。一定悪くない結果だと思いましたが、

尿毒症と診察されてしまいました。翌日帰国して、病

院の父の担当の先生と相談して、父に積極的に人工透

析して、今元気になりましたが、これから人工透析で

生命を維持しなければならなくて仕事をすることで

きないようになりました。人生で健康を失うと、もっ

ともっと多くて大切なものがなくなります。健康は人

生の基礎だと思います。日本には現在、百歳を超える

方が 6万人以上いると推計されています。脂肪摂取量

は少なく、米飯を中心とした穀物の摂取量が多いとい

う特徴があります。また、魚の摂取が多いことも特徴

的です。豆腐や納豆、味噌などの大豆製品の摂取も多

く、これらは動脈硬化の進行を防ぐには理想に近い食

習慣でしょう。食物繊維の摂取量も多く、乳製品も適

度に含まれています。さらに、カテキンやビタミン C

などの抗酸化物質が多く含まれる緑茶は、動脈硬化や

がんの予防に役立っている可能性があります。飲食習

慣は カロリーが低いことが特徴です。ある研究では

「カロリー制限を行うことが生活習慣病の発症予防

や長寿へつながる」という研究結果が出ています。百

長寿者の生活ぶりを見てみると、共通するのは皆、よ

く食べて、よく動いているということです。また、身

体的にだけではなく精神的にも充実した生活を送っ

ている人が多いのが特徴です。 
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●雑誌委員会（雑賀庸泰君） 

  今月は水と衛生月間です。横書の 7頁以降、今月の

テーマ「水と衛生月間」について「世界中に安全な水

を」と題する特集が組まれています。8頁以降、タイ、

ケニア、ミャンマー、グアテマラの事案、また、国内

でも北海道、山梨、東北の事案が紹介されています。 

14 頁以降、RAC（ローターアクトクラブ）の会員維持

増強の取り組みについて掲載されています。22 頁以降、

今年１月にアメリカのサンディエゴで開催されたガ

バナーエレクト in 国際協議会の報告が掲載されてい

ます。2720地区からは 26頁に瀧 GEのコメントがあり

ます。38 頁から、今月の米山記念奨学会の連載記事、

今月はモンゴル米山学友会が紹介されています。42頁

から 2018-19 年度地区大会略報が掲載されています。

2720 地区は、高山泰四郎（たかやま たいしろう）ガ

バナーのコメントが 43頁左上部に掲載されています。 

 縦書、2720 地区関係では、21頁に熊本中央 RC の波

佐間会員の歌が掲載されています。23 頁に西天草 RC

によるポリオ撲滅運動の報告が掲載されています。 

24 頁に八代 RC による水路の整備（植栽）事業の報告

が掲載されています。 

最後、30 頁に我が熊本南ロータリークラブの「熊本

南 RC 杯 第 6 回 熊本県水球競技大会」の模様が掲載

されています。報告者は原 裕一会員です。 

 

●社会奉仕委員会（古財良一君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。第 10 回となりました、3/24

（日）オハイエくまもと とっておきの音楽祭のご案

内です。詳細は後ほど事務局よりご案内いたします。

多数のご参加をお待ちしております。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○喜讀宣友君・倉崎保広君・桑原幸雄君・坂本研一君 

 ご来訪者 西野泰司様、川合由美様、寿崎奨学生 金 

妍青君、王 双林君を歓迎いたします。また、本日の

卓話者 中嶋亜志火会員に心から感謝します。 

○永井富士雄君・園田修司君 

 寿崎奨学生 金 妍青さん、王 双林さんのご来訪を

歓迎します。 

○漆島典和君・園田修司君 

 司法書士 中嶋亜志火会員の卓話楽しみです。きっと

皆さまのためになる話をしてくれるはずです。中嶋会

員に代わって言います。期待してください！ 

○寿崎 肇君 

 3/9（土）熊本 RC 創立 80 周年記念式典に参加させて

いただきました。奉仕活動の数々、我がクラブの次の

周年記念には熊本 RC とは一味違った奉仕活動をやり

たいものと思いました。出席できましたことに感謝し

てスマイルいたします。 

○森本康文君 

 3/9（土）、長男の卒業式がありました。入学から 3年

あっという間でしたが、成長した姿を見て感慨深いも

のがありました。明後日は受験した熊本高校の合格発

表なので、ドキドキのスマイルです。また、中嶋会員

の卓話大変楽しみにしています。 

 

●会員卓話（告坂和紀君） 

「家族信託について」      中嶋亜志火君 

  

 

 

 

 

◆3/7（木）熊本南 RAC 例会 

  

 

 

 

 

 

3/7（木）熊本南 RAC の 3 月第 1 回例会が開催されま

した。メインプログラムでは『間違い探しゲーム』を

行いました。ねらいは脳の活性化と物事を注意深く観

察する目を養うとのことです。規定時間内に間違いを

探し出すのはかなり難しかったです。 

 

◆3/9（土）熊本 RC創立 80 周年記念式典・祝賀会 

               ＠ホテルキャッスル 

 


