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行 事 

1 今日の歌 

2 来訪者紹介 

3 会長・幹事報告 

4 短期青少年交換留学生紹介 
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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

8/1-6  短期青少年交換留学事業（受け入れ） 

8/5   暑気払い＆短期青少年交換留学生惜別会 

＠KKRホテル 

8/31   熊本南RACゴルフコンペ 

＠阿蘇大津ゴルフクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/６   第2720地区RA家族清掃及び

台湾地震募金活動 

５/１４  第 4 回クラブ協議会（現・新合

同）＠ホテル日航熊本 

５/２６  第 4 回熊本・大分地震支援対

策会議＠ニュースカイ 

５/２６  熊本中央 RC創立 30 周年記

念式典＠ニュースカイ 

 

令和１年（2019）年７月２９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 

（熊本中央 RC） 

藤本真一様・波佐間英樹様・平田耕一様 

（寿崎奨学生） 

呂 康君・杜 燕君・朱艶麗君・張麗波君 

AHMED MD SHAMIM君・馮郅勍君・莫斯婷君 

孫雪寒君・李知炫君 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

会長報告（坂本研一君） 

皆さま、こんにちは。本日も例会参加ありがとうございます。

本日の来訪者は熊本中央 RC 藤本真一様、波佐間英樹様、平田耕一

様、また、本日の卓話は寿崎奨学生自己紹介と奨学金交付式を行

います。後ほどよろしくお願いいたします。 

今週 8 月 1 日から台北大同扶輪社との短期青少年交換留学事業

が始まります。大使 4 名、引率 3 名（ヤンガーさん、KC さん、ロ

ーガンさん）です。今年も姉妹クラブ馬場委員長と親睦活動大津

委員長が趣向を凝らせたイベントを準備しておりますので、今か

らでも構いませんので皆さま多数のご参加をお待ちしておりま

す。 

さて、先週スマイル委員長より会長報告が長すぎると言われま

した。心より反省いたしております。「スマイル委員長くらいクビ

にする力は持ってんねんで！」このような発言で今吉本興業がマ

スコミを騒がしております、笑えます。自社の商品が口を開きあ

ーだのこーだの文句を言っています。（芸人さんのことです）吉本

興業の件は私には何もできませんので、京都アニメーション事件

の件。私は当然全くの他人事、多くの犠牲者が出て問題だ、くら

いしか思っていませんでした。弊社事務員から「うちの安全対策 
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はどう考えておられますか？」と聞かれハッとしました。

企業として恨みをかったりしていませんが、ちょっと変

なのが入ってくる可能性はあります。弊社のつくりは玄

関を入ったすぐに事務員 3人並んでおります。京アニの

ようにガソリンをまかれて云々にはどうしようもあり

ませんが・・・。まずここの安全を高めること、逃げら

れるようにする、入れないようにする等。西川会員にこ

の件で問い合わせ等あっていますか？と電話してみま

した。ほとんどないとのことでやはり他人事だなと思い

ました。夕方契約しているセコムに来ていただくので今

できることを聞いてみようと考えています。皆さんも一

考くださいませ！ 

以上、第 4回目の会長報告とさせていただきます。 

 

 

例会変更のお知らせ 

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 6 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

[場  所] エミナース 

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 7 日（水）12：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

[場  所] エミナース 

○りんどう RC～合同例会のため時間変更 

[変更前] 8 月 8 日（木）19：30～ 

[変更後] 8 月 8 日（木）12：00～ 

○東 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 13 日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 13 日（火）12：30～ 

○東南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

○江南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 14 日（水）12：30～ 

 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 15 日（木）12：30～ 

○中央 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 16 日（金）12：30～ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 8 月 15 日（木）18：30～ 

○05福祉 RC～親睦会のため日程変更 

[変更前] 8 月 20 日（火）12：30～ 

[変更後] 8 月 23 日（金）18：30～ 

○05福祉 RC～合同例会のため時間場所変更 

[変更前] 8 月 27 日（火）18：30～ 

[変更後] 8 月 27 日（火）12：30～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

○水前寺公園 RC～合同例会のため日程場所変更 

[変更前] 8 月 28 日（水）18：30～ 

[変更後] 8 月 27 日（火）12：30～ 

[場  所] 火の国ハイツ 

 

幹事報告（北口 誠君） 

1.地区事務所より「2019-20年度 RYLAセミナー受講者募

集について」が届いております。参加希望の方は事務

局までお知らせください。 

2.地区管理運営部門よりご案内が届いております。 

3.熊本西稜 RC より「創立30周年記念・チャリティーゴ

ルフ大会」のご案内が届いております。（後日改めて

ご案内） 

4.県 R奨学会より寄付明細書が届いております。 

  

新入会員自己紹介 2回目（三瀬広海君） 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。私は居酒屋を創業して12年目で

す。創業のきっかけは、当時地元の牛深で両親が営む食

堂で働いていたのですが、何かを始めたいと思いつつも

人脈も資金もなく、勉強しようと図書館で借りたワタミ

創業者 渡邉美樹さん著書の「渡邉美樹の挑戦」を熟読

しました。まず、お店を出すためには資金が必要です。

私も資金を貯めるため、トヨタの期間工として1年間働

き100万円を貯めました。それを元に仲間5人と小さなお

店を出したのですが、合言葉は「日本一の居酒屋を作ろ

う」でした。おかげさまで居酒屋甲子園で優勝した時、

渡邉美樹さんにお会いし直接お礼を言うことができま

した。これからも夢や希望を持ち続けて頑張っていきた

いと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

出席報告（田中靖昭君）                  

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６３名 ３８名 62.30％   ８１.９７％ 

出席規定適用免除者 1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） 
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委員会報告 

●IAC 委員会（森本康文君） 

  

 

 

 

 

  皆さま、こんにちは。先週7/27～7/28開催の IAC 年

次大会に参加いたしましたのでご報告申し上げます。

当クラブが提唱する国府高校 IACからも13名が参加し、

各クラブの活動報告や発表、講演会、また、情報交換

や交流が積極的に行われました。生徒からは多くの笑

顔が見られ、楽しく学べよい経験になりましたとの声

をいただきました。今年度は本日お見えの寿崎奨学生

と IAC会員の交流会を開催したいと考えています。寿

崎奨学生の皆さんは是非ご参加ください。また、IAC

でも定期的に例会を開催したいと思います。日程が決

まりましたら改めてご案内いたしますので、多数のご

参加をよろしくお願いいたします。 

 

第2720地区管理運営部門長報告（堀川貴史君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。地区管理運営部門よりご案内で

す。今年度第2720地区 瀧ガバナーより「各部門は各ク

ラブに卓話に、地域ではロータリー以外の場所に積極的

に出向く事」との指示がございました。管理運営部門で

は年に数回セミナーを開催しておりますが、今年度ほと

んどが大分開催で、なかなか参加できない現状かと思い

ます。そこで、クラブ・グループ単位での卓話（プログ

ラム）の提供、出前サービス（出前管理運営セミナー、

出前 RLI 体験会、出前規定審議会報告会）を行い、ロー

タリーへの理解を深め、活動へのモチベーションを高め

る等の支援をしてまいります。皆さまのご理解ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

●スマイルボックス（告坂和紀君） 

○藤本真一様・波佐間英樹様・平田耕一様（熊本中央 RC） 

 坂本新会長のご就任おめでとうございます。公私とも

ども今年もよろしくお願いいたします。 

○坂本研一君・漆島典和君・北口 誠君・園田修司君 

河津延雄君・坂本幸樹君 

 熊本中央 RC の藤本真一様、波佐間英樹様、平田耕一

様を歓迎いたします。また、今年度寿崎奨学生の皆さ

んにはロータリーのイベントに積極的に参加してい

ただき、実り多き 1 年になることを期待しています。 

○渕田俊郎君 

 本年度 寿崎奨学生の皆さまのご来訪を歓迎いたしま

す。素晴らしい 1年になりますことを祈念しスマイル

いたします。 

○喜讀宣友君・永井富士雄君・馬場大介君・丸山浩之君 

 井上雅文君・林田公治君 

 寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎します。私たちは

本年度のカウンセラーを務めさせていただきます。し

っかりコミュニケーションをとって頑張ります。1 年

間よろしくお願いします。また、本日ご来訪の熊本中

央 RC 藤本様、波佐間様、平田様を歓迎いたします。 

○古財良一君・星野誠之君・大津英敬君・森本康文君 

 告坂和紀君・三瀬広海君 

 熊本中央 RC の藤本さん、波佐間さん、平田さんのご

来訪を歓迎してスマイルします。いつもお世話になっ

ております。また、寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓

迎します。 

○寿崎 肇君 

 50年以上もロータリーに席を置かせていただき、ロー

タリーの勉強＝奉仕を経営に生かしていただいたお

かげで、私が退任する時の社員は 15,000 名になって

いました。前回園田会員に事務所まで送っていただき

ました。ありがとうございます。 

○西川尚希君 Ⅱ 

 インドネシアオープンに続いて、昨日ジャパンオープ

ンで再春館バドミントンの山口茜選手が優勝いたし

ました。これからも皆さまの応援をよろしくお願い申

し上げスマイルいたします。 

 

●寿崎奨学生自己紹介・奨学金交付式（園田修司君） 

  

 

  

 

 

 

○呂 康（ロ コウ）君（中国 / 熊本学園大学） 

カウンセラー：丸山浩之君 

  

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。今年ロータリー寿崎を受賞さ

れた方ほぼ初めてなんですが、私だけ、今年は三年目

です。私は熊本学園大学経営学科三年の呂康と申しま
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す。出身地は中国の山東省です。山東省と言えば、皆

様が知らないかもしれませんが、日本でも人気のビー

ル、青島ビールの産地です。私の姉は熊本の元留学生

であり、そのきっかけで、私は高校時代からそのまま

中国の大学に入るより日本へ留学という道を考えま

した。高校二年に早めに卒業し、熊本へ留学に来まし

た。今年でそろそろ五年目です。でも、熊本の景色ま

だ飽きないです。日本語学校の時に、日本語能力試験

2 級を取得しましたが、自分の言語力の不足と日本の

文化や習慣に関する知識の不足を痛感しましたので、

今は 1級を取得たために頑張っています、残念ながら、

今年の六月を込めて 2 回も落ちました。日本に来て三

年目、免税店のスタッフなど経験があります。アルバ

イトを通じて、国際の観光客のコミュニケーションを

取ることができ、大学の講義では得ることがなかなか

難しい、観光客の考え方やその裏に潜んでいる観光シ

ョッピング考えに触れることができました。 

 実は、疑問を持っています。日本の老舗企業に興味を

持っており、なぜ日本の老舗企業は長い間に生き残れ

るかについて勉強していました。今までの日本老舗研

究で老舗存続の要因としてよくあげられるのは外部

環境、家訓、技術力などですが、グローバル化の現代

ではどうやって第二の創業期を構造するかは今私の

課題です。勉強やアルバイト以外に、私は友達を作る

ことや旅行が大好きです。「友達は今後の人生最大の

宝物である」というように、この宝物は大変な時に心

の支えとなり、励ましてくれますし、いろいろな人生

の経験を教えてくれます。また、旅行を通じて、視野

を広げることもできますし、普段の研究生活にたまっ

ているストレスも解消できます。今年もよろしくお願

いいたします。 

 

○杜 燕（ト エン）君（中国 / 熊本大学） 

 カウンセラー：玉田光識君 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。私は中国からきました杜 燕

でございます。現在、熊本大学大学院薬学教育部生命

分析化学の修士 1年生です。今年寿崎奨学金に採用い

ただき、誠にありがとうございます。私は浙江省紹興

の出身です。紹興は日本で有名なことが二つあります。

一つは紹興酒で日本でもとても人気があります。もう

一つは作家である魯迅先生で、日本の年上の人に知ら

れています。私は中国の大学を卒業してから専門の能

力を伸ばすため日本に留学しました。二年間福岡の日

本語学校に通っていました。初めて日本に来た時、日

本語が全然話せなくて、とても心細かったですが、日

本語学校の先生やバイト先の仲間たちに色々助けて

もらいとても幸せでした。皆さんのおかげで日本語も

段々話せるようになり、生活にも慣れました。そして

大学院にも入学できました。大学院の生活はまだ 3ヶ

月ですが、発表や実習が多く大変です。先生と研究室

の仲間のお世話になり無事乗り越えました。日本の生

活がもう三年目になり、日本の生活が私の人生に大切

な経験と思い出になると思い、大学院で技術や考え方

を学び、将来は中国に戻って大学の教員または研究所

の研究員として研究を続け、中国の薬学研究技術の進

歩と、更には日本と中国の薬学交流に貢献したいと考

えています。ロータリー寿崎奨学金をいただいて、感

謝の気持ちでいっぱいです。食事会などの参加で偉い

人たちと話ができてとても勉強になりました。これか

らお世話になります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○朱艶麗（シュ エンレイ）君（中国 / 熊本大学） 

 カウンセラー：三角雄介君 

  

 

 

 

 

  私は熊本大学、社会文化科学研究科、2 年生の朱艶

麗と申します。中国の安徽省から参りました。日本に

来て三年目です。あまり長くないですが、日本がとて

も好きになりました。普段は毎日学校の授業とアルバ

イトして、とても充実しています。趣味は旅行です。

まだ日本の九州以外はあまり入っていないですが、こ

れから時間とお金の余裕があれば、行きたいと思いま

す。この度は奨学金をいただいたきっかけで、みなさ

んと知り合ってとても嬉しいです。これからもよろし

くお願いします。 

 

○AHMED MD SHAMIM（アフメド エムディ シャミム）君 

（バングラデシュ / 崇城大学） 

 カウンセラー：馬場大介君 

  

 

 

 

 

  まず、去年奨学金でお世話になりました。今年も出

してくれて心より感謝いたします。ロータリー寿崎奨

学会の皆様、ありがとうございました。  
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私は崇城大学情報学部情報学科 2年生のアフメド エ

ムディ シャミムです。私はバングラデシュで高校卒

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、子供のころから母国で良く目にした電気製

品の多く、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

科でコンピューター基礎やプログラミングの基礎・基

礎電気数学などを学んでいます。それから自分で英語

を一所懸命頑張っています。将来は、日本国内のグロ

ーバ的な IT 企業に就職したいと思っていますが、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

張りますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

○張麗波（チョウ レイハ）君（中国 / 熊本学園大学） 

 カウンセラー：喜讀宣友君 

  

 

 

 

 

皆さん、こんにちは！私は張麗波と申します。中国

の大連から来ました。今年 23 歳になりました。最初

は、大学 4年生の時に学校の交流プログラムを申し込

み、交換留学生として熊本学園大学に来ました。そし

て、大学卒業した後、また日本に進学していきたいと

思いましたので、日本の大学院に入ることを目指しま

した。大学で国際経済と貿易に専攻していたので、ま

た変わらず商学科に踏み込もうと考えています。あと、

幸い熊本学園大学商学研究科に入学しました。今私は

商学研究科一年生です。そして、日本に来て 2年過ぎ

ました。生活はもうだいぶ慣れましたが、日本語で交

流したり、やりとりしたりなどまだ自信がないです。

私は踊りと歌を歌うことに興味を持っています。気分

が悪いと、歌を歌った後すぐにすっきりしたと感じま

す。また、ローラースケートとバドミントンにも興味

があります。そんなに上手ではないですが、リラック

スして気分をよくさせてもらう点は一番だと思いま

す。皆さんにお会いできて嬉しいです。みんなと友達

になりたいです。 

   どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

○馮郅勍（ヒョウ シツケイ）君（中国 / 熊本大学） 

 カウンセラー：井上雅文君 

  

 

 

 

 

  こんにちは。熊本大学工学部物質生命化学科三年に

所属しており、中国山東省から参りました馮郅勍と申

します。高校を卒業してから、2015 年 4 月に日本に留

学に来ました。今年は 5 年目です。2 年間福岡の日本

語学校に通って、熊本大学に進学しました。日本に来

たきっかけは日本の自動車が好きで、将来エンジニア

を目指したからですが、日本語学校で日本語の勉強と

ともに日本留学試験の勉強もし、日本留学試験の勉強

でやっぱり化学が好きなことに気づき、結局化学科の

進学にしました。日本に来たばかりの頃は日本語はま

ったくできませんでしたのでいろいろ困りました。日

本語学校で日本語を勉強してたとはいえ、周りも留学

生ばかりなので大学に進学してもなかなか日本語話

せませんでした。自分は小学生の頃 6年間卓球のクラ

ブに通ってたので、大学に入って卓球部に入り、部活

の友達と喋ったり、部活後に一緒にご飯食べたりして

ることによる日本語もどんどん話せるようになって、

日本の生活や文化も少しずつ慣れてきました。 

 このたび、ロータリー奨学金を採用していただき、

誠にありがとうございます。これからの一年間、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 

○莫斯婷（バク シテイ）君（中国 / 熊本学園大学） 

 カウンセラー：林田公治君 

  

 

 

 

 

  皆さん、こんにちは。私は中国広西チワン族自治区

から来ましたバク シテイと申します。2 年前、中国

の大学のプロジェクトのおかげで熊本へ半年ぐらい

留学しました。その時の、楽しかった生活が深く印象

に残りました。交換留学した熊本学園大学の先生から

丁寧ご指導いただき、とても親切に接して頂きました。

それに職員の皆さまもいつも支えてくれました。大学

と学生たちの雰囲気はとても良いし、環境も素晴らし

いです。校外でたくさんの活動に参加して様々な国の

人達にも出会うことができました。私の故郷南寧には

まるで熊本みたいところです。たくさんの山と自然が

あり、夏はすごく暑いですがいろいろな果物が食べら
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れます。それから、自治内には様々な少数民族がおだ

やかに暮らしています。少数民族は毎年ゆたかな民族

伝統活動を開催しています。例えば、広西特別の三月

三日という歌祭りをします。その日は自治区の祝日に

指定されています。みんなは朝早起きくてご飯を作っ

て、男女が互いに歌を歌いあって、民族豊かな「竹竿

舞」（ダンプ－ダンス）を踊って、五色飾りのお米を

蒸します。こういう環境で育ち私は民族の言葉の美さ

と悠久な文化にとても感動しています。それに、言葉

を身につければ人の気持ちをつなぐことができます。

ことばというのはル－ツではなく、互いに文化を融合

できるものだと思います。小さい頃にはよく日本のア

ニメ動画「ちびまる子ちゃん」「ウルトラマン」「ドラ

えもん」などを見ました。すごくいい思いです。それ

によって最初の興味を覚えて大学で日本語を専門と

して習いました。一時的に社会人なり自分自身の能力

がまだ足りないとしみじみと感じています。熊本にも

う一度戻って来て勉強を続けます。ロ－タリークラブ

にはこのような貴重な機会を与えていただき誠にあ

りがとうございます。ご清聴ありがとうございました。 

  

○孫雪寒（ソン セツカン）君（中国 / 熊本大学） 

 カウンセラー：永井富士雄君 

  

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。私は中国から来ました、孫雪

寒と申します。このたび、ロータリー寿崎奨学会に採

用していただき、まことにありがとうございました。

私は遼寧省・大連の出身です。大連は中国の東北部に

ある町です。夏は涼しくて、冬は雪の天国です。海鮮

が有名で、美味しいです。皆さんもし機会があれば、

ぜひ遊びに来てください。私は 2015 年４月に日本に

来て、大阪 YMCA 国際専門学校で１年間日本語を勉強

しました。そして熊本大学にご合格させていただいて、

熊本大学理学部の一員になりました。現在は学部４年

生で、生物学を専攻しています。具体的に、生物の体

を構成する細胞の自然死、アポトーシスについて学ん

でいます。将来学んだ知識を活かし、人々の健康維持

に役立ちたいと思います。日本でこの４年間の生活が

大変豊かな生活で、いろいろな出会いができて、私の

人生の大切な思い出だと思い、日本で生活し続けるこ

とも決意しました。今、就職活動が終わって、熊本に

ある会社からありがたく内定を頂きました。私にとっ

て、熊本は第二の故郷です。熊本の大地震に遭ったと

き、熊本から支援を受け、人の暖かさに触れ、助けを

たくさんいただきました。また、熊本が自然に恵まれ、

住み心地も良かったです。将来、この愛しい熊本に残

り、中国と日本の懸け橋になり、恩返したいと思って

います。これから、ロータリー奨学生の一員として、

みんなさんと一緒に頑張っていきたいと思っていま

す。これからもお世話になります。どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

 

○李知炫（イ ジヒョン）君（韓国 / 熊本保健科学大学） 

 カウンセラー：園田修司君 

  

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。私は韓国から来ました、イ ジ

ヒョンと申します。今回、奨学金制度を利用させてい

ただけることになり、本当に感謝しています。ありが

とうございます。正直なところ、あまり自信がなかっ

たので、今回の知らせを受けて驚きましたが、それ以

上にとても嬉しく思いました。 

それでは、私について紹介させていただきます。私

は韓国の平澤市（ピョンテク市）の出身で、そこはソ

ウルから車で１時間くらい離れたところにある都市

です。留学に来るきっかけとなったのは、熊本に一度

旅行に来た時に出会った人々がとても優しくて自分

の性格にすごく合い、また、食事もとても美味しかっ

たので、一度きりの人生チャレンジしてみたいと思い、

日本への留学を決めました。普通韓国人は、同じ国出

身の人が多く集まるところに行きがちですが、熊本に

行く韓国人はほとんどいないと聞きました。そして、

最初は横浜に行くように勧められました。しかし、私

は同じ国の人が沢山いる環境では日本語の勉強にな

らないと思い熊本に来ることにしました。しかし、そ

れは建前で、本当は美味しい食べ物がある熊本に来た

かったからです。ちなみに一番感動したのは「北熊ラ

ーメン」で、今も月に数回食べに行っています。 

そして、日本語学校での生活を終えて、今は熊本保健

科学大学というところに入学したのですが、専門用語

が多くて苦戦をしています。これらの日本語は日本人

でも難しいものであるので、大学の勉強と並行して日

本語の勉強をこれからもっと頑張っていきたいと思

っています。 

目標を達成するためにも、奨学金制度でいただいたお

金を大切に使い、熊本に恩返しができるように努力し

ていきたいです。 

 

 


