2021 年度 R 寿崎奨学生＆カウンセラーの皆さん。1 年間よろしくお願いします！
［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第４回例会記録（通算第 2866 回）
令和３年（2021）年７月２６日
斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
来訪者紹介
（夫人の会）
塚本敬子様・堀川光江様
馬場桂子様・園田美香様
（寿崎奨学生）

会長報告（玉田光識君）
皆さま、こんにちは。本日は夫人の会でご参加いただきました会員の奥
方様を心より歓迎申し上げます。また、本日は寿崎奨学生の紹介と奨学金
交付式を行います。奨学生の皆さん、例会にご参加いただきありがとうご
ざいます。
さて、本日の経営ワンポイントの話は利益率のお話です。ベテランの経
営者の方は当然ご存じとは思いますが、再度確認の意味で聞いてくださ

王 光耀君・ZAKI AQILA 君・陳 碧然君

い。

李 知炫君・PHAM HIEU MINH 君・李 闖君

自社の純利益率は？社長が当然覚えておくべき数字ですね。あなたの会社

SHARMA GOPAL 君・WAHALA THANTHRIGE RISITHA

の純利益率は何パーセントですか？卸売業約 10％、小売業 20％、飲食業

DEELAKA WIKMAL SUBASINGHE 君

60％は欲しいです。サービス業はもちろん 100％です。覚えておくと色々

今日の例会

使えます。例えば自社の純利益率 20％としましょう。赤字が 100 万円、

1 今日の歌

いくら売れば黒字になるの？100 万円÷20％＝500 万円、500 万円売上ア

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 会員卓話 木村 崇君

ップする方法を考えましょうか。
例えば人員採用するか？社保込みで人件費が年 400 万円とします。400 万
円÷20％＝2,000 万円。採用で 2,000 万円の売上をつくれるか？業種によ

今月・来月の行事

ってありますが、新規機械を購入するか？新規出店の可否は？広告費の

8/28 第37 回IAC 年次大会＠ZOOM

枠・・・等々。
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やるかやらないか？社長の仕事は「決断」の連続。カンピュー

○菊南 RC～合同例会のため日程場所変更

ターもいいですが、数字へ置換えて考えることは大切かと思い

[変更前] 8 月 25 日（水）18：30～

ます。

[変更後] 8 月 26 日（木）18：00～

以上、会長報告です。

[場

所] 神園山荘

○西 RC～定款に基づき休会
[日

出席報告（原 裕一君）

程] 8 月 31 日（火）12：30～

○05福祉 RC～定款に基づき休会

会員数

出席数

出席率

６３名

４７名

７５．８１％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

[日

程] 8 月 31 日（火）12：30～

◆2021-22 年度地区役員委嘱伝達式

欠席記録免除者 1 名

◇井上雅文君（RYLA 委員会 委員）

０名（会員数には含まれません）

幹事報告（馬場大介君）
1.RI 第2620地区 小林聰一郎ガバナーより「熱海豪雨災害支援金
の御礼」が届いております。
2.RI 第2720地区 大森克磨ガバナーより地区役員委嘱状が届いて

新入会員自己紹介 3回目（内田泰生君）

おります。
例会変更のお知らせ
○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 8 月 10 日（火）12：30～

○東 RC～定款に基づき休会
[日

皆さま、こんにちは。3回目の自己紹介です。私は1986年4

程] 8 月 10 日（火）12：30～

月2日生まれの現在35歳です。4月2日生まれはこの年度の最速

○05福祉 RC～定款に基づき休会
[日

で、1日に生まれていれば前年度の最後となります。生まれ育

程] 8 月 10 日（火）12：30～

った場所は田んぼや畑に囲まれていましたので文字通りすく

○東南 RC～定款に基づき休会
[日

すくと元気よく育ちました。思春期は諸事情により割愛させて

程] 8 月 11 日（水）12：30～

いただきます。現在、株式会社内田クレーン工業に勤務し16

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

年目です。クレーンは数本のレバーやアクセル等を操作しなけ

程] 8 月 11 日（水）12：30～

ればいけないのですが、始めた頃はうまく操作できず現場でよ

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

く怒られていました。ただ、うまくなるには現場で覚えるしか

程] 8 月 11 日（水）12：30～

ないと思いクレーン作業がある仕事は率先して行きました。お

○江南 RC～定款に基づき休会
[日

かげさまで、今熊本県でクレーン操作において私の右に出るも

程] 8 月 11 日（水）18：30～

のはいないと確信しております。2年ほど前に代表となりまし

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

たので、今度は代表としての腕を磨いていかなければと思って

程] 8 月 12 日（木）18：30～

おります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし

○西稜 RC～定款に基づき休会
[日

ます。

程] 8 月 16 日（月）18：30～

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会
[日

2020-21（前年度）出席委員会報告（藤山直秀君）

程] 8 月 18 日（水）12：30～

○05福祉 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 8 月 24 日（火）12：30～
[変更後] 8 月 26 日（木）18：00～
[場

所] 神園山荘

○水前寺公園 RC～昼例会に時間変更

皆さま、こんにちは。2020-21（前年度）のホーム例会100％

[変更前] 8 月 25 日（水）18：30～

及びメーキャップ100％出席表彰を行います。ご協力ありがと

[変更後] 8 月 25 日（水）12：30～

うございました。
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【ホーム例会100％表彰】

○永井富士雄君・馬場大介君・丸山浩之君・園田修司君

網川

久君・堀川貴史君・井上雅文君・河津延雄君

桑原幸雄君・雑賀庸泰君

木村

崇君・丸山浩之君・坂本研一君・高宮

寿崎奨学生の皆さんのご来訪を歓迎します。本年度のカウン

宏君

告坂和紀君・藤山直秀君

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、本日ご来訪の夫人の会の皆さまを大歓迎いたします。
○谷口英樹君
東京オリンピック開催されました。NTT グループもゴールド
スポンサーとして応援していますが、このコロナ禍の状況の
ため露出をひかえ選手を応援していきます。連日の日本選手
の活躍に元気をもらいましたのでスマイルします。

【メーキャップ100％表彰】
馬場大介君・渕田俊郎君・後藤

○原
博君・原

裕一君

今村浩昭君・喜讀宣友君・倉嵜保広君・北口

明日、夏の甲子園全国大会県予選の決勝に我が母校が出ます。

誠君

勝っても負けても最後まで全力で頑張ってほしいものです。

木下貴夫君・森本康文君・松茂信吾君・野口泰則君

優勝しましたら来週は 1 桁上のスマイルをします！

永井富士雄君・西川尚希君・沼野修一君・新田義正君
園田修司君・雑賀庸泰君・澤田貴宏君・塚本

裕一君

○高宮

侃君

宏君

昨日、東急ゴルフクラブで坂本研一会員とお会いしました。

玉田光識君・德永隆正君・漆島典和君

いつもの笑顔で元気をもらいました。本日は所用のため早退
します。初めてです。

委員会報告

○漆島典和君

ございません

オリンピック射撃女子クレー・スキートの石原奈央子さん、
21 位でした。職業は栃木の古峯神社の神主さんです。本日

●スマイルボックス（林田公治君）

は早退します。お詫びのスマイルです。

○塚本敬子様・堀川光江様・馬場桂子様・園田美香様

○木下貴夫君

（夫人の会）

本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

本日はお招きいただきありがとうございます。コロナ禍で
中々集まる機会も少ないですが、今日熊本南 RC の皆さまに

●卓話（雑賀庸泰君）

お会いできまして光栄です。今後ともどうぞよろしくお願い

「2021 年度 R 寿崎奨学生自己紹介・奨学金交付式」

いたします。

皆さん、こんにちは。今年度熊本南 RC 寿崎奨学会委員会
委員長の雑賀です。
○玉田光識君・今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君
北口

さて、本日は貴重な卓話のお時間をいただきましてありが

誠君

とうございます。この機会に後ほど今年度採用の奨学生の皆

本日ご来訪の夫人の会の皆さまを歓迎します。また、寿崎奨

さんにそれぞれ自己紹介の挨拶を頂戴します。尚、奨学生の

学生の皆さん熊本南 RC へようこそ！コロナ禍で中々会う機

皆さんとカウンセラーが一堂に会するのは今日が初めてで

会が限定されますが 1 年間よろしくお願いします。

す。事前に集まることも考えましたがコロナ禍のご時世につ

○渕田俊郎君・河津延雄君・喜讀宣友君・井上雅文君

き差し控えました。進行が円滑に行かない部分があるかもし

網川

久君

れませんがご容赦ください。

寿崎奨学生と夫人の会の皆さまのご来訪を歓迎いたします。

まずは、奨学生に採用された皆さんにお祝い申し上げます。

○堀川貴史君

勉学に励み、例会やイベント等ロータリー活動に積極的にご

熊本南 RC 会員のご家族の皆さま、例会参加ありがとうござ

参加くださいますよう、お願いいたします。私の方から改め

います。私は次年度当地区のガバナーに就任する予定です。

て寿崎奨学会について簡単に触れます。寿崎奨学会は、当ク

家内共々どうぞよろしくお願いいたします。また、寿崎奨学

ラブの寿崎会員が創設された国際奨学事業財団、一般財団法

生の皆さまを歓迎いたします。

人です。寿崎会員がお一人で私財を投じて設立されました。
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今年度は渕田会員が理事長を務めています。国際奨学事業と

確保できないのではないか。まずは勉強することが大事では

言うとおり、これまでに奨学生として採用された方のご出身

ないか」ということを仰っていました。私よりも随分若いの

は中国、台湾、韓国、マレーシア、タイ、インド、ミャンマ

に非常に立派だと強い感銘を受けたことがありました。私自

ー、バングラデシュ、スリランカ、また、ヨーロッパ、アフ

身も大学生の時に日本育英会から貸与型の奨学金を受けて

リカ、南アメリカなど全世界に及びます。今年度も中国、ア

いました。私の時代には、給付型の奨学金があまりありませ

フガニスタン、韓国、ネパール、ベトナム、スリランカと、

んでした。現在も日本の奨学金は貸与型が主流であり、その

6 つの国の学生諸君が奨学生として採用されました。次に、

ことを問題視する識者もいます。ただ、私の時代にも少しは

この機会に私の方から一言ご挨拶申し上げます。先ほどご紹

給付型の奨学金もありました。大学入学当時はバブル期で、

介したとおり、寿崎奨学会は寿崎会員がお一人で私財を投じ

民間企業が卒業後の入社という紐付きで超青田買いをする

て設立された国際奨学事業です。主に熊本で学ぶ外国人への

という趣旨の奨学金を出していたところもありました。私は

勉学への経済的な援助がその目的です。寿崎会員、大先輩は

関西の方の大学だったので、確か T 社がそういう奨学金を出

矍鑠として意気軒昂と存じますが、若輩の私の約 2 倍ほどの

していた記憶があります。今にして思えば、その奨学生にな

お歳を召されておられます。なかなかお話しする機会がござ

れば奨学金は貰えるは T 社に入社できるはと何というご褒

いませんでしたが、先日の例会でお話をする機会がございま

美かと思いますが、当時は私も若く、紐付きというのがなん

した。寿崎先輩曰く、ご自身が若い頃に経済的な面で大変苦

となく嫌で応募しなかったものです。先ほど、私の世代はお

学をされたとのこと、学びたい意欲・やりたい学問が経済的

おむね経済的に困窮することはなかったと言いましたが、中

な理由で妨げられることはあってはならないとの強い思い

にはそういう方もいました。私の高校の同級生には高い学力

をお話になられました。改めて奨学生の諸君には創設者の寿

がありながらも家庭の事情・経済的事情で大学進学を断念し

崎先輩のそのような熱い思いを受け止めて、まずは勉学に励

て就職した者もいます。また、経済的事情から先ほど言った

むよう激励したいと思います。私の個人的なことですが、私

企業の紐付きの奨学金を受けてそのままその企業に就職し

は 1971 年生まれ，荒尾大牟田の炭鉱長屋で生まれ育ちまし

た者もいます。

た。経済的には裕福ではありませんでしたが、幸いにも両親

さて、寿崎奨学会の理念は主として熊本に世界各地から来

は健在だったので食べるに困るということはありませんで

て勉学に励む学生諸君を経済的に支援することです。採用に

した。私の世代になると、だいたい日本国内は東京などの一

あたっては、私個人としては私自身の学生時代の自戒も込め

部の大都市圏を除けば公立の学校での教育は一律に等しく

て実学を重視しました。少々大げさに言えば、将来奨学生の

受けることができるので、私を含む多くの者は経済的な面で

皆さんのお国に、日本国に、ひいては世界に貢献する姿が想

もそれ以外の環境的な面でも寿崎先輩の世代とは異なり、勉

像できる学問を専攻している方に勉強を頑張ってほしい、と

強をするのにそんなに困ることはない、そういう世代です。

の思いです。

それも、寿崎先輩の世代が寝食を忘れて仕事に打ち込み我が

話は変わりまして、ロータリークラブの理念に「職業奉仕」

国をこのような素晴らしい国に創り上げて押し上げた結果

があります。この「職業奉仕」については、結構議論がある

です。私は 1990 年に大学に進学しましたが、特に将来やり

ところなので私が正しい理解で簡潔にまとめられるかは疑

たいこともなかったので差当りモラトリアムで法学部を選

問ですが、私としては「職業を通じて社会に奉仕すること」

択しました。法学部は、だいたいどこの学校も必修科目がな

すなわち、
「職業そのものを社会奉仕とすること」と、大づ

い、ゼミナールも必修ではない、卒業論文がない、したがっ

かみにはそのように理解しています。奨学生諸君は、将来の

て変な話その気になれば定期テストの時以外学校に来る必

職業と社会奉仕につなげる勉強をしてほしいと願っていま

要が一切ない学部です。私が通った大学もそうでした。私は、

す。私自身がモラトリアム人間であるにもかかわらず、奨学

モラトリアムでとりあえず法学部に進んだだけなので、また、

生諸君には若干くどい話をしたかもしれませんが、少しだけ

私が大学に入学した 1990 年当時はバブル経済、翌 91 年がバ

人生の先輩なのでご容赦ください。

ブル崩壊とは言われますがなおも景気は良く、私は夕方は学
習塾の講師、夜は飲食店のアルバイトで生計を立てていまし

○王

た。また、学生相談所という施設があり、行けば日雇いのア

光耀（オウ コウヨウ）君

熊本大学自然科学教育部 博士 2 年/中国

ルバイトに確実にありつけました。時間がある時は日雇いの

カウンセラー：丸山浩之君

アルバイトもしていました。仕送りをもらわなくても完全に
生計を立てていました。ただ、両親は私に勉強をしてほしく
て仕送りをしてくれていました。以前、寿崎奨学生だったか
米山奨学生だったか、ある奨学生が「日本の学生はアルバイ
トばかりしていて信じられない。自分の国ではそんなことは

はじめまして。熊本大学自然科学教育部博士 2 年の王光耀

ない。そんなにアルバイトばかりしていたら勉強する時間が

と申します。出身は中国の遼寧省瀋陽市で、日本に来てから
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もう 1 年半になりました。好きな日本料理はお寿司とラーメ

○李 知炫（イ ジヒョン）君

ンです。コロナのせいで外食が無理になってしまって、自炊

熊本保健科学大学保健科学部 3 年/韓国

で作り方を学んでいます。座右の銘は「千里の道も一歩から」

カウンセラー：喜讀宣友君

で、これからもみんなと一緒に一歩一歩で進んで行きたいで
す。よろしくお願いします。
○ZAKI AQILA（ザキ アキラ）君
熊本大学自然科学教育部 博士 1 年/アフガニスタン

こんにちは。イジヒョンと申します。まず寿崎奨学生に選

カウンセラー：馬場大介君

んで頂き、誠にありがとうございます。
私のことについて簡単に紹介したいと思います。現在、私は
熊本保健科学大学 3 年生で、将来熊本で作業療法士として働
くため頑張っています。作業療法士とは、リハビリテーショ
ンを行う人です。お医者さんの指示を受けて業務を行うため、

私の名前はザキ・アキラです。ザキと呼んでください。ア

病院で働く事が多いですが、施設などでも活躍できる仕事で

フガニスタンから来ました。2020 年 10 月熊本大学修士課程

す。作業療法士になるためには国家試験に合格しないといけ

に入学しました。専攻は土木建築です。今一年生です。どう

ないので、不安でありますが、一日一日を大事にして過ごそ

ぞよろしくお願いします。

うと思います。私は韓国出身で日本にきて、もう 4 年になり
ました。最初日本に来た頃は日本語が全然喋れなかったので、

○陳 碧然（チン ヘキゼン）君

韓国に帰りたいと思うほどつらかった時期もありました。で

熊本大学社会文化科学教育部 修士 2 年/中国

も、私が会った人々はとても優しかったし、いい人ばかりで、

カウンセラー：永井富士雄君

もっと日本が好きになりました。そのおかげで、今まで頑張
れたと思います。この素晴らしい縁の一つにここ、ロータリ
ークラブもあります。1 年生から寿崎奨学生に選んで頂いた
ので、ロータリーとの縁は今年で 3 年目となります。この期
間嬉しかったのは、所属間は勿論、私は 1 人ではない、誰か

みなさん、こんにちは。このたび、ロータリー奨学金に採

私を支えてくれているなど、悲しい時や辛い時、自分の気持

用していただき、まことにありがとうございます。熊本大学

ちにまけないよう頑張ることができたことでした。でも、と

社会文化科学教育部大学院２年、陳碧然と申します。専門は

やかく正直なところ何よりも一番嬉しいのは金銭的サポー

文化学です。出身は中国の河北省です。性格は明るいです。

トです。この場を借りて言いたいのは、「本当にありがとう

大学から日本語を勉強始めました。2018 年、交換留学生と

ございます。」です。今年もよろしくお願いします。ご清聴

して熊本大学で一年間勉強しました。今年は、第二回熊本で

ありがとうございました。

長く生活します。熊本の生活にも慣れてきました。熊本の人
は優しいです。買い物に行った時、みんなは笑顔です。サー

○SHARMA GOPAL（シャルマ ゴパル）君

ビスもとてもいいです。時々孤独を感じることもあります

崇城大学工学研究科修士 2 年/ネパール

が、友達と話をすると、またエネルギーに満ちています。留

カウンセラー：桑原幸雄君

学は人を鍛えることだと思います。独立性だけでなく、多様
な生活方式、価値観、文化を学ぶことです。本にはないこと
をたくさん学ぶことができると思います。留学は人を成長さ
せることができると思います。これから、ロータリー奨学生
の一員として、みなさんと一緒に頑張っていきたいと思って

崇城大学工学研究科修士 2 年のシャルマ・ゴパルです。

います。また将来に自分の力を社会に貢献したいと思ってい

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

ます。よろしくお願いいたします。

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。日本滞在中に学んだ沢山良い事を母国へ先
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 化の違いについである。私
は日本に７年間滞在し多くのことを学びました。その中もお
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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

○李 闖（リ チュアン）君

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

崇城大学生物生命学部 3 年/中国

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

カウンセラー：雑賀庸泰君

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
『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が
でき、更に何事にも感謝する。ということにも繋がるのだと
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

こんにちは、私はリ チュアンと申します。今、崇城大学

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

生物生命学部応用微生物工学科 3 年生です。出身は中国の長

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

春市です。大学では、微生物について学んでいて、食品、お

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

酒などに焦点を当てています。バドミントンに関して興味が

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

あります。得意なことは料理で、大学に入って一人暮らしを

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

始めたのをきっかけに、毎日食事を作ります。どんどん上手

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

になりました。長所はまじめなところです。みんなと仲よく

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。

なりたいと思います。これからよろしくお願いします。

最後に私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

○WAHALA THANTHRIGE RISITHA DEELAKA WIKMAL SUBASINGHE

りたいです。

（ワハラ タントリゲ リシタ ディーラカ ウィックマル ス
バシンハ）君

○PHAM HIEU MINH（ファン ミン ヒョウ）君

崇城大学工学研究科修士 1 年/スリランカ

崇城大学工学部 3 年/ベトナム

カウンセラー：井上雅文君
カウンセラー：園田修司君

皆さん、こんにちは。私は崇城大学大学院工学研究科のワ
もう一年間ロータリー寿崎奨学生に採用していただき、あ

ハラ タントリゲ リシタ ディーラカ ウィックマル スバシ

りがとうございます。私はベトナムのハノイから参りました

ンハです。この度は、ロータリー寿崎奨学生に採用していた

ファン ミン ヒョウと申します。建築士になる夢を抱いて

だき本当にありがとうございます。去年、一度ロータリー米

2017 年に日本に留学することを決意しました。日本に来て

山奨学生として熊本南ロータリークラブの例会に参加させ

から 2 年間日本語学校に通って、現在崇城大学工学部建築学

ていただきました。本当にお世話になりました。私は 2015

科の 3 年生です。趣味も建築なので、学校の勉強が難しい時

年にスリランカから日本に参りました。熊本に来る前は、佐

でも大変と思わず楽しんでいます。大学の授業の時間以外に

賀県にある日本語学校に約一年半通いました。今は上熊本に

積極的に建築学生設計コンペティションに参加しています。

住んでいます。私は 5 人家族の次男で兄と妹がいます。私の

具体的には、大学 2 年までは先輩の設計プレゼンテーション

食生活はカレー中心になっています。日本で一番好きな食べ

のお手伝いをしており、2 年生の終わりからは 2 ヵ月に 1 度

物も唐揚げカレーです。今は、イタリアンレストランと高級

のチームを組んで出品しています。そうすることでデザイン

食パン専門店でアルバイトをしています。私は今、大学院で

スキルを向上させるだけでなく、専門的なソフトウェアの使

線虫という虫を使った糖尿病治療薬に関する研究を行って

用方法や日本人と協力する方法を学ぶことができました。学

います。今年の 6 月に行った日本生化学会九州支部例会学会

校の時間以外は長洲町の外国人相談窓口で相談員としてア

発表で研究成果を発表し、優秀発表賞 WI を受賞しました。

ルバイトをしています。この町では近年外国人が増加傾向に

これからもロータリー寿崎奨学会の奨学金を無駄にしない

あり、その中でもベトナム人が大半です。異文化の様々な問

ように私の研究を頑張ります。これからよろしくお願いいた

題が発生します。自分の経験や知識で少なくともそれらを解

します。

決できるように頑張っています。窓口が設置されたばかりな
ので相談件数もまだ少ないですが、行政サービスやコロナワ
クチン接種情報などの書類を翻訳したりして、町内のスタッ
フの仕事をスムーズにしています。今後ともよろしくお願い
いたします。

6

