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［  今 日  ］ 

例 会 

 今月・来月の行事 

 今日の例会 

10/11（日）第8回熊本県水球競技大会 

      ＠アクアドームくまもと 

10/12（月）観月会例会＠ホテル日航熊本 

 

 

 

 
令和２年（2020）年９月１４日 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング  

「われらの生業」 

 

来訪者紹介 

森江一史様様（熊本市教育センター所長） 

ハパ ソト ルイス フランシスコ君 

（2020年度 R 寿崎奨学生） 

 

熊本市教育センター所長 森江一史様、卓話をありがとうございました。  

会長報告（河津延雄君） 

皆さま、こんにちは。今日は 8 月 17 日以来 1 ヶ月振りの例会と

なりました。出席ありがとうございます。本日の来訪者です。外

部卓話をお願いしています、熊本市教育センターの森江一史所長

です。今日はよろしくお願いします。そして寿崎奨学生の熊本大

学 1 年生ドミニカ共和国のハパ・ソト・ルイス・フランシスコさ

んです。後ほど奨学金交付式と自己紹介を行います。よろしくお

願いします。 

8 月 17 日に青少年奉仕委員会の第 1 回 IM が開催されました。議

題は熊本南ロータリークラブ杯熊本県水球競技大会についてでし

た。当日は熊本南 RC から 8 名が参加、熊本県水泳協会からは赤﨑

水球委員長、熊本学園大学付属高校の高橋水球部部長、熊本国府

高校の鳴海水球部監督、長野水球部顧問の 4 名の先生方が参加さ

れました。井上雅文委員長が準備された式次第に沿って 10 月 11

日（日）アクアドームくまもとで予定しています水球競技大会に

ついての役割分担やコロナ禍においての開催判断基準と最終判断

日時について話し合いをいたしました。先ずはこれからのコロナ

感染症の罹患者発生状況に応じて十分に検討しながら準備するこ

ととしました。高校総体の代わりの大会も先日感染対策を実施し 
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た上で無事に開催されたとのことで、水球協会から当日

の感染対策のマニュアルを頂くことにして今回の熊本

南ロータリークラブ杯の運営に参考にさせていただく

事となりました。また、先生方には協会や各学校の方針

や生徒さんの思いもあると思われますので、井上委員長

と十分な連絡を取り合いながら準備をしていただく事

としました。そして先週、赤﨑水球委員長から井上委員

長あてに連絡があり、水球関係者で話し合いをし、10 月

11 日（日）予定通り熊本南ロータリークラブ杯を開催し

ていただきたいとの事です。詳細はチーム数は 7～8 チ

ーム、総試合数は 9 試合（例年通り）試合時間 5 分 2P

（例年の半分）、試合時間を短くした時間を消毒等の時

間にあてるエキシビションマッチは行わない、現状であ

れば無観客で実施する。9 月 12 日（土）熊本市中学校新

人水泳大会（水球の部）と、9 月 19 日、20 日熊本高校

で開催予定の熊本県高等学校新人水球競技大会を参考

にする。熊本南ロータリークラブの皆様のご承諾をいた

だけるとありがたいです、との報告を受けました。以上

の事から予定通りに 10月 11日に開催したいと思います。

開催にあたりましては 3密を避けるために少人数でのお

手伝いになる可能性も有りますが、お手伝い方よろしく

お願いいたします。 

先月 24 日の例会はホテル日航熊本の関係者が新型コロ

ナウィルスに感染したことが報道されましたので急遽

例会を中止しました。当日は寿崎奨学生自己紹介と奨学

金交付式を予定していましたが、奨学金交付式のみを熊

本南ロータリークラブから渕田理事長、林田委員長、永

井副委員長、丸山幹事、河津の 5 名。学生 9 名のうち 8

名が参加して開催しました。今年度の学生の内訳は熊大

など 5 大学で中国籍が 4 名、韓国籍が 2 名、ドミニカ、

ネパール、ベトナム国籍が 1 名ずつとなっています。カ

ウンセラーの会員の皆様 1年間よろしくお願いいたしま

す。後日改めまして奨学生の自己紹介の場を例会時に設

けたいと思います。 

まだまだコロナウィルス感染症の感染者が続いていま

す。今後の例会の開催についてどういう判断で中止する

かなどを例会後の理事会で検討する予定です。理事の皆

さんよろしくお願いいたします。 

以上、会長報告です。 

 

出席報告（藤山直秀君）                  

会員数 出席数 出席率 

６４名 ４４名 ７０．９７％ 

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） 

 

幹事報告（丸山浩之君） 

1.人吉 RC より豪雨災害お見舞いの御礼が届いております。  

2.熊本城東 RC より「例会再開のお知らせ」が届いておりま

す。 

3.姫路南 RC より8月週報が届いております。 

4.本渡 RC より60周年記念誌が届いております。 

5.2020-21ロータリー国際大会 in 台北の申込期限は本日

（9/14）までとなっております。参加希望の方は申込書の

提出をお願いいたします。 

6.来週（9/21）例会は祝日のため休会です。次回は9/28

（月）12：30～の予定です。ご注意ください。 

7.例会終了後「今年度 定例理事会」、「前年度 臨時理事

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。 

 

例会変更のお知らせ 

○グリーン RC～G 公式訪問のため時間変更 

[変更前] 10 月 5 日（月）18：30～ 

[変更後] 10 月 5 日（月）12：30～ 

○りんどう RC～通常例会に時間変更 

[変更前] 10 月 8 日（木）19：30～ 

[変更後] 10 月 8 日（木）13：00～ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 10 月 12 日（月）12：30～ 

[変更後] 10 月 12 日（月）19：00～ 

[場  所] グリル クドウ 

○北 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 10 月 15 日（木）18：30～ 

 

2019-20年度 臨時理事会報告（坂本研一君） 

1.2019-20年度決算報告について 

⇒承認されました。 

 

2020-21年度 定例理事会報告（河津延雄君） 

1.10/11（日）第8回熊本県水球競技大会について 

⇒コロナ対策を行った上での開催が承認されました。 

2.10/12（月）観月会例会について 

⇒コロナ対策を行った上での開催が承認されました。 

3.田川憲生会員の退会につて 

⇒承認されました。 

4.今後の例会開催について（明確な開催基準の決定） 

⇒熊本市が感染リスクレベル4と発表した場合、「中止」

とすることが承認されました。 
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新入会員自己紹介 2回目（谷口英樹君） 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。弊社は地域貢献として積極的に

地域イベントに参加させていただいておりますが、熊本

は他の地域と比べてイベントが多くございます。牛深ハ

イヤ、火の国祭り、球磨川祭り、例大祭、熊本城マラソ

ン等です。特に例大祭は今年52回目の参加予定でしたが

残念ながらコロナの影響で中止が決定しました。また、

健康のため週末ジョギングをしておりますが、熊本城マ

ラソンに初めて参加しました。初マラソンでしたがなん

とか完走することができました。また機会があれば参加

したいと思います。これからも皆さまと一緒に熊本を盛

り上げていきたいと思っておりますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 

堀川貴史ガバナーノミニー報告 

 

 

 

 

 

 皆さま、こんにちは。まず、この度は RI 第2720地区

ガバナーにご推薦いただき誠にありがとうございます。

また、早々に理事会においてクラブからの支援金拠出の

検討をいただき、心より感謝申し上げます。本日はガバ

ナー就任にあたり皆さまへご理解とご協力のお願いを

させていただきます。地区ガバナーの実務的な仕事とし

ては公式訪問、地区大会主催、地区研修主催、ガバナー

月信発行、ガナバーノミニーデグジネート選出等が挙げ

られます。またそれを支えるガバナー輩出クラブの役割

としては現状、クラブ会員の地区への出向、地区副幹事、

財務委員長輩出、地区3大研修、地区大会のホストクラ

ブで、クラブの負担も少なくないのが現状です。それに

よってガバナーを輩出することができないクラブも存

在します。今回このような立場につかせていただく以上、

今後は持続可能な地区運営を目標に次の時代を担う地

区ガバナーの選出を幅広く求めていきたい、各クラブが

地区ガバナーを推薦しやすい環境を作ることを目標に、

ガバナー輩出クラブの負担軽減策として、地区幹事、財

務委員長は他クラブにお願いする、地区大会のホストク

ラブを他クラブにお願いする、幅広く副幹事を選出し活

動費の軽減を図る、これらはこれまでの地区運営と比較

するとまさに異例となります。実現不可能なこともある

かもしれませんが、所属クラブでありガバナー輩出クラ

ブとなる熊本南 RC の会員の皆さまのご理解とご協力を

いただきたく存じます。ただ、熊本南 RC の皆さまにお

かれましては、ガバナー輩出クラブとして様々な奉仕の

機会を存分にお楽しみいただけるよう最大限配慮して

まいります。もしも最終的にうまくいかない場合は全面

的にご支援よろしくお願いします。 

 

委員会報告 

●R 寿崎奨学会委員会（林田公治君） 

  

 

 

 

 

 ハパ ソト ルイス フランシスコ君へ4～8月奨学金が

交付されました。 

○ハパソトルイスフランシスコ君（熊本大学/ドミニカ）

カウンセラー：馬場大介君 

  

 

 

 

 

 

  私は 2013 年の 4 月に日本に参りました。大阪日本

語教育センターで日本語を勉強した後大阪情報コン

ピュータ専門学校で IT の勉強をしました。その後、

2016 年に熊本に来ました。その時は地震の一週間前ぐ

らいに来ました。その後は熊本大学で IT の勉強を続

けています。今自然科学教育部の先端情報通信工学教

育プログラムに所属し、有次先生の研究室でデータマ

イニングや活動と行動コンピュティングの研究をし

ています。2018 年から 2020 年までは米山奨学生とし

て熊本東ロータリークラブの例会に月一回参加して

いました。1 年間よろしくお願いします。 

 

●親睦活動委員会（告坂和紀君・松茂信吾君） 

   ［誕生祝］        ［結婚祝］ 

 沼野修一君  9.2    雑賀庸泰君  9.5 

堀川貴史君  9.3    三角雄介君  9.6 

井上雅文君  9.3      古財良一君  9.10 

中嶋亜志火君 9.5     

 柴本幸生君  9.6 

丸山浩之君  9.14    

  雑賀庸泰君  9.15 

 澤田貴宏君  9.17 

大津英敬君  9.22     

 鬼木幹生君  9.25 

 坂本幸樹君  9.27 



 4 

 

 

 

 

 

  

  

［誕生祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

［結婚祝］ 

予定されていました、9/28（月）「2019-20年度 歳祝

い親睦会」は、新型コロナウィルス感染拡大防止のた

め中止が決定しましたのでお知らせ申し上げます。 

 

●雑誌委員会（桑原幸雄君） 

皆さま、こんにちは。今月のテーマは基本的教育と

識字率向上月間、ロータリーの友月間です。3 ページ

に RI 会長メーッセージが掲載されております。「ロー

タリーに青少年奉仕プログラムは数多くありますが、

ロータリー青少年交換こそ、私がロータリー活動に深

く傾倒するきっかけとなったプログラムです」とあり

ます。24 年間で 43 人の学生を受け入れてきたそうで

す。7 ページから 11 ページまで「読感表選」の記事で

は低下し続ける日本の若者の「読解力」を養うために

サポートする国内の RC の活動が紹介されています。

12 ぺージから 17 ページまで、9 月はロータリーの友

月間という事で、掲載されております。投稿の方法、

「友」電子版の紹介、公式 Facebook ページ開設など

情報が掲載されております。30、31 ページのは世界中

のロータリープロジェクトが掲載されております。32、

33 ページの今月の「大人の着こなし図鑑」はベストが

テーマになっております。 

続いて縦書きです。4 ページから 8 ページまで「変

態が改革する多様性社会」という記事が掲載されてい

ます。「日本企業は世界でなぜかくも凋落したのか」

や「個性のとがった人、変態が未来をつくる」など面

白い内容が書いてあります。是非、読んでみてくださ

い。15 ページの柳壇のコーナーには、熊本中央 RC の

波佐間会員の川柳が掲載されております。21 ページに

は熊本東南 RC の寄贈した時計を取り換えたという記

事が掲載されております。22 ページには、熊本 05 福

祉 RCの誌上例会を開催の記事が掲載されております。 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○河津延雄君・後藤 博君・丸山浩之君・坂本幸樹君 

 森本康文君 

 本日の卓話者 森江一史様のご来訪を心より歓迎いた

します。卓話大変楽しみにしています。また、寿崎奨

学生 ハパ ソト ルイス フランシスコ君のご来訪を

心より歓迎いたします。 

○玉田光識君・沼野修一君  

 森江一史様、本日の卓話ありがとうございます。楽し

みにしております。 

○園田修司君・原 裕一君・北口 誠君・林田公治君 

 本日は寿崎奨学生 ハパ ソト ルイス フランシスコ

君の例会参加を歓迎します。 

○谷口英樹君 

 本日2回目の参加です。先日の台風10号、大きな被害

がなくてよかったです。NTTも通信障害なく皆さまに

ご迷惑をおかけするすることがなかったためスマイ

ルします。 

○濵﨑剛自君 

 今週第 2 子の出産予定です。健やかに育つことと今か

ら父ちゃん頑張るぞの決意を込めてスマイルです。 

○網川 久君 

 9/28 卓話を担当します。毎日ドキドキしています。当

日は頑張りますのでよろしくお願いします。 

○德永隆正君・西川尚希君・松茂信吾君  

 コロナですが、この 1 週間とても幸福でした。スマイ

ルさせてください。 

○鬼塚貴志君 

 欠席続きで申し訳ありません。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（沼野修一君） 

「活力ある子どもを育てる」   森江一史様 
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【例会予定】 

 10/12（月）観月会 

 10/19（月）外部卓話 加島裕士様 

（熊本県経営者協会専務理事） 

 10/26（月）会員卓話 松茂信吾君 
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◆8/24（月）2020 年度 R 寿崎奨学会 奨学金交付式及び

自己紹介 

◇浦聞碩（ホ ブンセキ）君（熊本大学/中国） 

            カウンセラー：網川 久君 

  

 

 

 

 

 

私は、浦聞碩（ホ ブンセキ）と申します。中国の

南のほう、雲南省というところで生まれました。地元

では多種多様な少数民族を一緒に暮らしているので、

記憶が起きるから多文化共生という概念を持って生

きています。中国の大学を卒業後、雲南省の地元公務

員として勤めていました。4 年半の間に、農村の生活

をして、地元で村の人々の生活の貧乏、苦しさ、また、

都市と農村の生活の差別の大きさなどいろいろ社会

問題を実感しました。ただ一人の公務員としてなにが

手伝うことがありますかといろいろ考えてきました。

そういう時から、自分がこの世に生きている意味が何

であろうか。もし安定な公務員の生活をそのまま続け

てならば、退職するまで自分の生活も想像できます。

こういうような生活をどのような意味があるかよく

自問していました。そうしたら、留学のことを心から

萌芽し始めていました。2014 年 4 月、地元の仕事を辞

めて、熊本県崇城大学日本語別科に入学し、あ、い、

う、え、おから日本語を勉強し始めました。大変な 2

年間の日本語勉強を終わった後、私はラッキーで、熊

本大学公共政策学修士課程に入りました。これから、

日本の公共政策を勉強し始めました。今、熊大博士後

期課程に入り、球磨川流域のダム問題をテーマとして、

研究しています。卒業後、雲南省に戻り、大学先生に

目指しています。日本で勉強したこと、また、公共政

策の視点から、日本を先進国として工業発展のなかで、

不足な部分や成功した部分などをいろいろ伝えたい

と思います。この度は、ロータリー寿崎奨学会奨学生

に採用して頂き、誠に感謝しています。どうぞよろし

くお願い致します。 

 

◇シャルマ ゴパル君（崇城大学/ネパール） 

          カウンセラー：井上雅文君 

  

 

 

 

私は、留学終了後母国に帰り、母国にはない日本の

良さを母国へ実現したいと考えています。ネパールの

現在は数年前の日本と同じです。例えばネパールでは

今も女は外の仕事出来ない、男は何でもできるが女は

制限されているとか、改善しなければならない事は山

程あります。日本滞在中に学んだ沢山良い事を母国へ

まず家族から守ってもらいたいです。日本人の仕事や

勉強に対して真面目な態度は本当に素晴らしいと思

います。他の人に迷惑をかけないものはやはり日本人

だ。日本に来て最も学び考えさせられたお互いの国の

文化の違いについてです。私は日本に6年間滞在し多

くのことを学びました。その中でもお互いの国の文化

の違いに当初はカルチャーショックを受けました。し

かし少しずつ日本の文化を知ることでどんどん日本

という国を好きになり、もっと日本の文化について知

りたくなりました。その中でも特に私が感動したこと

は日本ではは『礼に始まり礼に終わる』という素晴ら

しい文化があることです。この文化のお陰でお互いが

気持ち良く交流することかができ更に何事にも感謝

する。ということにも繋がると気付きました。私自身

が6年間日本に滞在しその経験を通して日本の文化の

中で感動したこと、疑問に思ったこと、驚いたこと、

そして私が気付いた日本とネパールの文化の違いに

ついて日本の皆さんに私のような留学生から見た日

本の文化の素晴らしい所、そして私の母国であるネパ

ールについても知ってもらいたいです。その他にも私

が日本に来て取り組んでいる研究内容について、毎日

の生活を通して発見したこと、感じたことについても

お話ししたいと思っております。最後に、私は母国に

帰っても色々な機会に通して日本とネパールお互い

の国を深く知り両国を繋ぐ架け橋となる存在になり

たいです。  

 

◇ファン ミン ヒョウ君（崇城大学/ベトナム） 

カウンセラー：園田修司君 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。私はファン ミン ヒョウと申

します。今年22歳でベトナムのハノイ出身です。日本

へ来て今年は4年目で、最初日本語を学んだ時、崇城

大学の日本語学科と熊本YMCA学院の日本語科に通っ

ていました。去年の4月から崇城大学建築学科に入り

ました。私の人生では仕事と感情が2つの最も大事な

ことだと思います。まず仕事は必ず興味のあることか

ら仕事をしようと思います。幸運なことに子供の頃か

ら建築を描くのにずっとハマっていたので、今勉強し

ている建築のことが難しくても全然大変と思わなか

ったです。そして、今後自分の国のベトナムは建築の
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要求がどんどん高くなるので、自分の好きなことが仕

事になって社会に貢献できればと思います。次は感情

で、これはただ恋愛だけではなく、私は親や友人、彼

女との感情を絶対大事にしています。以上の2つのこ

とのバランスをうまく取れば、いい人生になるんじゃ

ないかと信じていますので、これからもっと頑張って

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

◇呂 康（ロ コウ）君（熊本学園大学/中国） 

          カウンセラー：永井富士雄君 

  

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。今年も奨学金を受けさせてい

ただき、ありがとうございます。四年前に初めて奨学

金を受けた時、李強という先輩に会いました。彼は四

年間連続して、奨学金を受賞されたことを教えてくれ

ました。私はとても敬服していました。四年間続けて

奨学金を受賞されるなんて本当にすごいと思いまし

た。今年はここに立つ時、李強先輩と同じように、四

年連続で奨学金をいただきました。時間が過ぎるのは

本当に速すぎます。意外にも 4 年前のことです。今こ

こにいる奨学生の中で、私はここで一番長い一人だと

思います。ですから、ここで 4 年間ロータリー会員の

皆様から学んだことを伝えたいと思います。それは日

本語が話せる基礎の上に、学業よりも自分の心を重視

し、学習の面では普通でもいいですが、誠実と信用の

ある人になりたいです。承諾したことは必ずやり遂げ

ます。他人の期待に背かないでください。団体の責任

感と誇りも必要です。私はあと半年で就職のために熊

本を離れて、他のところに行きます。しかし、引き続

き頑張ってください。4 年後の今日、座っている他の

奨学生の誰か、今日のような発言を期待しております。 

 

◇李靖清（リ セイセイ）君（熊本学園大学/中国） 

            カウンセラー：林田公治君 

  

 

 

 

 

 

 皆様、こんにちは。私は熊本学園大学の李靖清と申

します。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。

中国の桂林市から来ました。熊本に来て 5 年になりま

す。最初、熊本学園大学に交換留学生として日本に来

ました。一年間交換留学して、帰国後、日本をよく思

い出しました。大学卒業後、勉強のために、もう一度

日本に来ました。今の専門は国際文化です。日中複文

対照研究しています。このたび、ロータリー寿崎奨学

会様から、奨学金をいただくことになりまして、本当

にありがとうございます。おかけ様で安心して勉強す

ることが出来ます。来年 3 月に卒業して、台湾に行く

予定です。日中国際交流の役に立ちたいと思います。

これから、日中友好交流の懸け橋になるよう努力しま

す。ご指導よろしくお願いします。本日は、本当にあ

りがとうございました。 

 

◇李知炫（イ ジヒョン）君（熊本保健科学大学/韓国） 

            カウンセラー：倉嵜保広君 

 

 

 

 

 

こんにちは、熊本保健科学大学に在学中のイ ジヒ

ョンと申します。将来日本の作業療法士になるための

勉強を今大学でしています。まず、この度も寿崎奨学

生に採用していただき、誠にありがとうございます。

採用の連絡を大学の授業の終わりに、学務課から電話

で知ることになったのですが、あまりのうれしさに学

校のみんなの前で大声を出してしまって、一緒にいた

友人に恥ずかしい思いをさせてしまったので、おごる

ことになりました。多分、ラーメン屋に行くと思いま

す。日本に来て 2 年 10 カ月経ち、日本語学校を卒業

してから 1 年半という時間が過ぎました。日本で住み

始まる前、全く日本語で話せなかった私が日本語学校

を卒業し、今の大学に進学したのが去年です。外国人

が一人もいない日本人だけとの生活が始まった 1年目

の年でした。不安な気持ちでいっぱいな状況で始まっ

た学校の生活は非常に大変な毎日でした。日本語学校

を上級レベルで卒業したとしても、私の日本語実力は

大学で勉強する程の水準にはたっしておらず、日本人

の中に入れば、私の日本語は外国人の日本語でした。

ある程度、予想はしていたものの、あまりにもひどく

て図書館に行き、一人涙した日々でした。普段、普通

の学生なら、基本的に本から色んな情報を得ることが

できると思います。しかし、私はそれができなかった

のです。熊本語もとっても難しくて、質問なのか接続

詞なのか判断が出来ず、友達とのの会話も緊張の連続

でした。大学に進学したら、アルバイトも始めようと

思いましたが、想像さえできないことでした。そんな

中、ロータリーがあることを知り、私は父の影響でロ

ータリーは幼いころから知っていたためにロータリ

ーという名前を見てとても安心感をいだきました。あ

りがたくも奨学生にさせて頂いたにも関わらず、ロー
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タリーの最初の行事だった夏行事は初の定期試験で

出席できませんでした。とても残念でした。学業を優

先するという学校の決定のためです。二度目の行事は

一人で翌日参加しました。ホテル職員さんに会場を聞

いてみたら、この行事は昨日終わったという言葉を聞

いてまだ私が日本語をよく聞き取れず情けなく思っ

たことを覚えています。帰る途中にバスでバカみたい

に泣いてしまいました。バスにいらっしゃった方たち

は、失恋でもしたんじゃないかと思ったかもしれませ

ん。そんな多くの出来事があった 2019 年は二回の休

みと二度の夏休みが終わって無事に 2年生になりまし

た。そして 2 年生の前期はこの前終わりました。学校

入学後初めて再試験がなさそうで少し安心していま

す。行事に出席できませんでしたが、ロータリーのお

かげでステキな方たちは会って友達も付き合って良

い行事にも出席しておいしい食べ物も食べることが

できました。幸せな時もあり、大変な時も多くありま

したが、やっぱり日本に来て勉強することにしたのは、

良い選択だった思います。これからもっと一生懸命に

勉強して社会に貢献できる人がなるために努力して

いきます。今年もどうぞよろしくお願いします。あり

がとうございます。 

 

◇孫 健（ソン ケン）君（熊本大学/中国） 

           カウンセラー：桑原幸雄君 

  

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。本日は貴重なお時間をいただ

き、ありがとうございます。このたび、ロータリー寿

崎奨学金を支給いただき、誠に本当にありがとうござ

います、本当に助かります。私は熊本大学社会文化科

学教育部修士２年生の孫健と申します。中国浙江省杭

州市の出身です。2013 年の１月に、中日関係があまり

よくないという環境の下に、私は短期留学生として、

初めて日本に来ました。あの時、日本に対して、もの

すごくいい印象を残っていました。その後、大学から

卒業して、上海で 3 年間働いて貯金しました。2017 年

に正式的に留学生として、日本に留学しています。私

の家が余裕ではないので、家庭の負担にならないよう

に、日本に来て以来、ずっとラーメン屋でバイトをや

っています。ラーメン屋のバイトを通じて、知らずに

ラーメンに興味を持ってきます。今はラーメンの調理

や店の経営などを学びます。将来、自分の店を持ちた

いと思います。また、周りに多くの日本人が中国の三

国時代に興味を持っています、実は、私は三国時代の

孫権の子孫です。私の実家「龍門」と呼ばれて、90％

以上の住民が孫氏です。多くの建物が数百年前から残

って歴史感があります。みなさんもし機会があれば、

ぜひ遊びに来てください。最後に、新型コロナウィル

スのために、みんなの身の回りの生活は強く影響を受

けております。早期終息を心よりお祈り申し上げます。

宜しくお願いいたします。 

 

◇鄭熹好（チョン フイホ）君（熊本県立大学/韓国） 

             カウンセラー：雑賀庸泰君 

  

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。韓国から留学してきた熊本県

立大学の Jeong Huiho です。どうぞ Jeong（Huiho）と

呼んでください。博士 2 年生で海洋と川の環境におけ

るマイクロプラスチックに関して研究しています。今

日は盛大に歓迎してくださってありがとうございま

す。最近コロナの影響で熊本がかなり大変な状況です

が、皆さんお元気ですか。私もコロナの影響で今年は

本奨学制度だけではなく全ての奨学制度の申し込み

が遅くなって大変でした。その時にこんなに良い機会

をくださって勉学に集中することができるようにな

りました。改めて感謝いたします。また、ロータリー

クラブのモットーである自分を超えた奉仕を実践す

るため頑張ります。私の家の家訓は祖父の教えで「偉

人積徳」で、偉人は徳を積むという意味です。その教

えに従って、これまで実践してきましたので自信があ

ります。そして、もう一つ申し上げたいところは、国

際間の理解と親密のための努力です。県立大学では 12

名の留学生がいますが、そのうち交流する機会がなか

った 4人を除く 7人とは非常に緊密な関係を維持して

います。周りの小さな部分から国際間の交流を続けて

きましたが,  もっと多くの人と会うことができて嬉

しいと思います。現在私は、日本とインドネシアの川

におけるマイクロプラスチックに関する研究を進め

ています。私はロータリークラブの奨学生として人間

関係だけではなく学術的にも国際関係の理解と親密

さを図るに寄与することができると思います。  

最後に、もう一度、採用していただき誠にありがとう

ございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

    


