短期青少年交換留学生＆引率会員の皆さん、ようこそいらっしゃいました！

第５回例会記録（通算第 2815 回）
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斉唱 国歌 君が代
台湾国歌
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
来訪者紹介
（短期青少年交換留学生）
呂昱燐君・黃彥鈞君・徐佳榆君・徐佳欣君
（台北大同扶輪社）
邱頂陽様・黄國慶様・曽鈐龍様
本松 賢様（熊本 RC）
（夫人の会）
渕田美恵子様・堀川光江様・井上志津様
井上裕介様（ホストファミリー）
今日の例会
1 今日の歌
2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 木下貴夫君
今月・来月の行事
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［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

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。
今年度会長を仰せつかっております坂本です。本日の来訪者は台
湾の姉妹クラブであります台北大同扶輪社より、邱頂陽（ヤンガ
ー）さん、黄國慶（KC）さん、曽鈐龍（ローガン）さん、それと
親善大使 呂昱燐君、黃彥鈞君、徐佳榆さん、徐佳欣さんの 4 名、
熊本 RC 本松

賢様、そして夫人の会 渕田美恵子様、堀川光江様、

井上志津様、ホストファミリー井上雅文家 井上裕介様です。皆さ
ま、ようこそいらっしゃいました。
さて、本日の卓話は親善大使 4 名の挨拶と熊本に来られてから
の感想等を発表していただきます。私としての感想は 8 月 1 日に
来熊されてあっという間の 5 日間でした。熊本の一番暑い季節を
わざわざ選んでお越しいただきました。台北も暑いと思いますが
熊本も暑かったでしょう。私が至らないばかりにおもてなしが不
十分だった点も心よりお詫び申し上げます。しかし私たちは皆さ
んから得るモノがいっぱいあり心より感謝申し上げます。また台
北大同扶輪社の皆さまの厚い友情を改めて感じることができまし
た。私たちは台北大同扶輪社の皆さまが大好きです。永遠に繋が
っていきたいと心より思います。夫人の会の皆さまにも、熊本南

熊本南 RC 事務局 〒860-8536 熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内 TEL096-211-2720 FAX096-211-2721 E-mail:info@kumamoto-southrc.org

RC ではこのような交換留学をやっておりますので是非

○水前寺公園 RC～合同例会のため日程場所変更

是非ご協力そしてご参加いただけると嬉しいです。私も

[変更前] 8 月 28 日（水）18：30～

野口年度に受け入れをさせていただき、夫婦ラブラブに

[変更後] 8 月 27 日（火）12：30～

一瞬だけなりました。その時お預かりしたゴールデンさ

[場

所] 火の国ハイツ

んの娘さんとウチの娘は今も繋がっており台湾に遊び
に行ったりもしております。本日は短い時間ではありま

新入会員自己紹介 3回目（三瀬広海君）

すが和気藹々で楽しんでいただきたいと考えておりま
す。そして夜の暑気払い＆惜別会でもいっぱい笑ってい
ただきたいと思います。
以上、第 5 回目の会長報告とさせていただきます。
皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介は家族につい

出席報告（藤山直秀君）

て少しお話したいと思います。私は牛深で生まれ、小学

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６３名

４５名

72.58％

８３.８７％

出席規定適用免除者

1名

中学を牛深で過ごしました。中学1年生の時に今の妻と
合ってくださいとお願いしたのですがフラれました。そ

出会ったのですが、雷が落ちたような衝撃ですぐに付き
れから3ヶ月後再度告白しましたがまたフラれました。

欠席記録免除者 1名

時間を空けたほうがよいかもと思い、中学2年生になっ
名誉会員

０名（会員数には含まれません）

て再度チャレンジしましたがダメでした。中学3年にな
った時、当時妻には付き合っていた人がいましたが、私

幹事報告（北口 誠君）

のほうが愛していると言って別れていただき、やっと付

1.ガバナー事務所より「ガバナーノミニー決定のご報

き合うことができました。それからちょうど10年後の24

告」が届いております。
（大分キャピタル RC 大森克磨

歳で無事結婚いたしました。今は男の子4人の父親です。

会員）

4人とも野球をやっています。平日は仕事を一所懸命や
って、休日は子供たちの野球のサポートをしています。

2.ガバナー事務所より「米山記念奨学会夏季研修会ライ

将来の夢はプロ野球選手と言っていますので、仕事もサ

ブ配信のご案内」が届いております。
3.姫路南 RC より7月週報が届いております。

ポートも頑張っていきたいと思っています。今後ともよ

4.来週（8/12）例会は祝日のため休会です。次回は8/19

ろしくお願いいたします。

（月）12：30～です。ご注意ください。
バナー交換及び台北大同扶輪社よりスマイルの贈呈
曽鈐龍様（台北大同扶輪社）・坂本研一君

例会変更のお知らせ
○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～
○西 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 8 月 20 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 20 日（火）18：30～
[場

所] 未定

○西南 RC～親睦会のため時間場所変更
[変更前] 8 月 22 日（木）12：30～
[変更後] 8 月 22 日（木）18：30～
[場

所] ダイニングカフェ彩

○平成 RC～親睦会のため場所変更
[日

程] 8 月 28 日（水）18：30～

[場

所] 味の波止場
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委員会報告

○野口泰則君・沼野修一君

●親睦活動委員会（告坂和紀君）
［誕生祝］

Ⅱ

台北大同扶輪社のヤンガーさん、KC さん、ローガンさ
［結婚祝］

んと交換留学生の皆さまを心より歓迎申し上げます。

該当者なし

日本と台湾は運命共同体です。両国の絆がますます深

馬場大介君

8.1

坂本研一君

8.21

まりますよう祈ります。熊本南 RC 夫人の会の皆さま

木下貴夫君

8.26

も心より歓迎いたします。

西川尚希君

8.27

鬼塚貴志君

8.28

TKU テレビ熊本の本松会長のご来訪を心より歓迎いた

三瀬広海君

8.31

します。

○野口泰則君

○塚本

侃君・渕田俊郎君・堀川貴史君・喜讀宣友君

永井富士雄君・古財良一君・馬場大介君・原

裕一君

君星野誠之君・大津英敬君・田中靖昭君・岡本直樹君
告坂和紀君
台北大同扶輪社 交換留学生の皆さま、ようこそ熊本
南 RC の例会にいらっしゃいました。歓迎のスマイル
です。また、夫人の会の皆さまと熊本 RC TKU 本松会
長のご来訪を歓迎してスマイルいたします。
●スマイルボックス（田中靖昭君）
○邱頂陽様・黄國慶様・曽鈐龍様
Ⅹ
（台北大同扶輪社）
熊本南 RC との友情にスマイル
○渕田美恵子様・堀川光江様・井上志津様

○井上雅文君
この度、短期青少年交換留学事業に携わらせていただ
き感謝いたします。ルー君が来てくれたことで、日頃
会話の少ない我が家にとってたくさんの会話とたく

（夫人の会）

さんの笑顔とたくさんの思い出をもたらしてくれま

本日はお招きいただき、ありがとうございます。台湾

した。感謝のスマイルです。謝謝！本日のスピーチ頑

からの留学生を以前受け入れた話等で盛り上がりま

張ってください。
○田中裕司君

した。きっとその子達は成人し、立派な社会人となり、
友好の和を広げてくれることでしょう。ところで夫人

初めてホストファミリーをさせていただき、ユージン

の会寂しいです。次回は奥様を必ず連れてきてくださ

君と楽しい休みを過ごすことができました。大阪に一

いませ。

緒に行き、USJ と歌舞伎を観ることができました。ユ

○坂本研一君・漆島典和君・北口

ージン君はフィットネストレーナーをやっているか

誠君・園田修司君

河津延雄君・坂本幸樹君・丸山浩之君

らか、炭水化物以外の野菜や肉をたくさん食べていた

当クラブへの来訪者 台北大同扶輪社からの交換留学

のが印象的でした。最後に平尾豊幸会員、大変お世話

生と引率会員の皆さま、熊本 RC 本松

になりました。

賢様、夫人の

○大津英敬君

会の皆さまを歓迎いたします。留学生の方々のお話を

先日開催された、おてもやん総踊りに昨年友人 3 人と

楽しみにしております。
○寿崎

ノリで立ち上げた団体「ビバ熊本」が参加 2 回目にし

肇君

台北大同扶輪社の皆さま、短期青少年交換留学生の

てなんと金賞 賞金 10 万円を獲得いたしました。これ

方々、姉妹クラブ 熊本南 RC 例会にご出席賜り誠にあ

もひとえに当日参加いただいた交換留学生ルー君と

りがとうございます。ホストファミリーの奥様方大変

井上雅文ファミリー、特に壊れたおもちゃのようにヘ

でしょう。ありがとうございます。次回は台北大同扶

ロヘロになっても踊ってくれた井上雅文会員のおか

輪社へ出席させていただきます。

げ間違いありません。団体の目的、熊本にお越しお住

○久峨章義君・後藤

博君・高宮

まいの外国の方々と一緒に盛り上がろう！を叶えた

宏君・倉崎保広君

嬉しい日でした。

井上雄一朗君・西川尚希君
台北大同扶輪社 ヤンガーさん、KC さん、ローガンさ
ん、それから子供たち、ようこそいらっしゃいました。
また、TKU 本松会長、メーキャップに当クラブを選ん
でいただきありがとうございます。歓迎のスマイルを
いたします。追伸、渋野日向子、全英オープン優勝お
めでとう！
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●短期青少年交換留学生紹介＆挨拶（馬場大介君）

○呂昱燐君

（ホストファミリー 井上雅文君）

○黃彥鈞君

（ホストファミリー 田中裕司君）

○徐佳榆君

（ホストファミリー 井上雄一朗君）

○徐佳欣君

（ホストファミリー 井上雄一朗君）

◆8/1（木）～8/6（火）短期青少年交換留学事業
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