米山奨学生卓話 ソウ・ウゼン君の「日本での留学生活について」より

［今 日］

［ 今月/来月 ］

例 会

行 事

第１４回例会記録（通算第 2905 回）
令和４年（2022）年１０月３１日
斉唱 国家 君が代
ロータリーソング
「手に手つないで」
来訪者紹介
ソウ・ウゼン君（米山奨学生）

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。本日の来訪者は米山奨学生 ソウ・ウゼ
ンさんです。ソウさんには卓話をお願いしております。後ほど
よろしくお願いいたします。
さて、先週 25 日にヒロノスケさんで戦略計画委員会の IM が

今日の例会

漆島委員長の強いリーダーシップのもと開催されました。堀川

1 今日の歌

ガバナーも出席され総勢 11 名での開催です。協議内容は水球大

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 外部卓話 那須一欽様
（医療法人桜十字 経営企画部長兼メディメッセ事業
部長）

会が残すとところあと一回となり、丸山年度が最後の大会にな

今月・来月の行事
11/23 地区新会員オリエンテーション
＠ZOOM
12/5 年次総会・年忘れ家族会
＠ホテル日航熊本

りますが、馬場年度に水球大会に代わって何をするか？との協
議が中心でした。応援の対象はスポーツだけではなく、文化的
な取り組みについてもアリではないかとの意見も出ました。そ
の中で出た意見を少し紹介します。
・聾学校に対してのイベント企画及び支援
・茶道部に対してのイベント企画及び支援
・高校生バンド大会

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

・不良学生の更生イベント

○りんどう RC～親睦会のため場所変更

・育児放棄向けイベント

[日

程] 11 月 10 日（木）19：30～

等々。。
。様々な意見が出されました。馬場年度に新しい

[場

所] 福の家

取り組みが出来るように私の年度である一定の方向性

○東 RC～合同例会のため時間変更

を示していければと思います。

[変更前] 11 月 15 日（火）12：30～

また、堀川ガバナーの活動費が不足気味なので、クラブ

[変更後] 11 月 15 日（火）19：00～

を挙げてどこで捻出するかの協議が行われました。堀川

[場

ガバナーにはお金の事に気を使うことなく地区活動に

○北 RC～合同例会のため日程変更

取り組んで頂きたいので、クラブとして引き続き全力で

[変更前] 11 月 17 日（木）18：30～

サポートしたいと思います。皆様の更なるご協力とご支

[変更後] 11 月 14 日（月）18：30～

援をお願い申し上げます。

[場

以上、会長報告です。

所] 松屋本館

所] ホテルキャッスル

○西 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 22 日（火）12：30～

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
出席報告（中嶋亜志火君）

[日

会員数

出席数

出席率

６５名

４５名

７０．３１％

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

程] 11 月 22 日（火）12：30～

○西南 RC～定款に基づき休会
[日

程] 11 月 24 日（木）12：30～

○りんどう RC～定款に基づき休会
[日

欠席記録免除者 1 名

程] 11 月 24 日（木）13：00～

○中央 RC～定款に基づき休会

０名（会員数には含まれません）

[日

程] 11 月 25 日（金）12：30～

定例理事会報告（北口

誠君）

1.12/5（月）年忘れ家族会について
⇒事業計画書の内容にて開催が承認されました。
2.堀川ガバナー年度支援金について
⇒基金口座より 1,200,000 円支出が承認されました。
3.台湾地震お見舞い金支出について
幹事報告（三角雄介君）

⇒9/26「臨時理事会」で承認済みのお見舞い金 500,000

1.第2720地区 堀川貴史ガバナーより「世界ポリオデー

円はスマイル会計より支出が承認されました。

について御礼とご報告」が届いております。

4.R 財団寄付のご案内について

2.第2720地区 堀川貴史ガバナーより「2022-23地区大会

⇒100 ドル寄付のお願いでご案内。

コ・ホストクラブのお願い」が届いております。
3.熊本中央 RC より「第14回チャリティゴルフコンペ参

新入会員自己紹介 3回目（園村誠也君）

加の御礼並びに御報告」が届いております。
4.ヒロデザイン専門学校より「第19回高校生ファッショ
ン画コンテスト in 九州・沖縄」実施及び御礼が届い
ております。
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。

皆さま、こんにちは。私は旅行業を営んでありますが、
先日韓国ソウルで大変な事故が発生しました。ちょうど

例会変更のお知らせ

韓国に行かれたお客様がおり心配しましたが、無事連絡

○西 RC～合同例会のため日程変更

が取れホッといたしました。6日からは添乗員として金

[変更前] 11 月 8 日（火）12：30～

沢に行きますので、入会早々申し訳ございませんが7日

[変更後] 11 月 11 日（金）18：30～

の例会は欠席いたします。この金沢はカニを食べに行く

○西南 RC～合同例会のため日程変更

ツアーです。カニは価格が大変高騰しておりますが、私

[変更前] 11 月 10 日（木）12：30～

もカニは大好きなので楽しみです。今後ともよろしくお

[変更後] 11 月 11 日（金）18：30～

願いいたします。
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委員会報告

つきましては、積極的に女性会員候補をご推薦いただ

●米山奨学会委員会（園田修司君）

きますよう、よろしくお願いいたします。

10月奨学金が交付されました。
●S.A.A.（桑原幸雄君）
S.A.A.よりクールビズ期間終了のお知らせです。来
月11月よりネクタイ着用にてご出席くださいますよ
う、よろしくお願いいたします。
●スマイルボックス（大津英敬君）
○北口
●社会奉仕委員会（森本康文君）

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

久君

告坂和紀君・丸山浩之君
本日の卓話者 米山奨学生 ソウ・ウゼン君に感謝いた
します。日本での留学生活をお話いただけるというこ
とで大変楽しみにしております。勉学にプライベート
に楽しんでください。
○堀川貴史君

皆さま、こんにちは。今年度社会奉仕委員会の活動

米山奨学生 ソウ・ウゼンさんのご来訪を歓迎いたし

に「ひとり親支援プロジェクト」がございます。これ

ます。卓話よろしくお願いします。

は JC、LC との合同事業で、当クラブからは今年度

○園田修司君

50,000円の支援金を支出しております。支援金が思う

本日は米山卓話です。よろしくお願いします。

ように集まらないとのことで、個人は2,000円から法

○河津延雄君・漆島典和君・古財良一君・森本康文君

人は10,000円からとなりますが、是非ご協力いただけ

松茂信吾君・大津英敬君

ればと思います。11月27日（日）アクアドームにて食

本日の卓話者 米山奨学生のソウ・ウゼンさんを歓迎

料物資支援を実施します。ご協力のほどよろしくお願

いたします。米山奨学会委員長の園田会員はご迷惑を

いいたします。

かけていませんか？本日は私たちが気付かない日本
での留学生活のあれこれ話を楽しみにしています。

●R 財団委員会（喜讀宣友君）

○興梠一喜君
先日はポリオ根絶募金活動お疲れさまでした。みんな
でやることの大事さを感じた一日でした。ありがとう
ございました。今後もロータリー活動に積極的に頑張
ってまいります。
○川崎

皆さま、こんにちは。来月11月は R 財団月間です。

博君

一昨日、44 回目の結婚記念日でした。忍耐と感謝のス

毎年ご協力いただいております R 財団への100ドル寄

マイルです。

付ですが、現在お一人150ドルが推奨されております。

○谷口英樹君

円安でご負担が大きくなりますが、是非ご理解ご協力

昨日、サッカーJ2 のプレーオフでロアッソが 2 回戦進

をお願いいたします。尚、後日事務局よりご案内させ

出を決めました。J1 まであと 2 勝！応援と来週欠席の

ていただきます。

お詫びのスマイルです。

●会員維持増強委員会（桑原幸雄君）

●米山奨学生卓話（園田修司君）
「日本での留学生活について」
ソウ・ウゼン君（崇城大学）

皆さま、こんにちは。日頃より会員増強にご協力い
ただきありがとうございます。本日は皆さまにお願い
です。女性会員増強のお声を多くいただいております。
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【例会予定】
11/14（月） 外部卓話 桝永健夫様
（株式会社パーソナル・マネジメント）
11/21（月） 外部卓話

調整中

11/28（月） 新入会員卓話 坂本仲俊君
■RI ニュース（国際ロータリーHP より）
「オーストリアのロータリー会員がノーベル物理学
賞を受賞」

10 月 4 日、ノーベル物理学賞の受賞者が発表され、ウ
ィーン大学教授で Wien-West ロータリークラブ（オー
ストリア）会員であるアントン・ツァイリンガーさん
など、量子力学の分野で功績をあげた 3 人が選ばれま
した。3 人による研究は、コンピューターや暗号技術
において急速に進められている新技術開発の土台と
なるものです。今回の受賞は、フランスの物理学者ア
ラン・アスペさん、米国の物理学者ジョン・クラウザ
ーさんとの共同受賞です。3 人は、物理的に離れた二
つの量子を相関して振舞わせた際に起こる「量子もつ
れ」の現象を実験で示しました。約 90 万米ドルの賞
金は 3 人で分けることとなります。
受賞の発表後、ツァイリンガーさんはストックホルム
（スウェーデン）の記者に対し、「いい意味でとても
衝撃を受けている」と語りました。
ツァイリンガーさんはまた、長年一緒に研究してきた
100 人以上の学生たちの貢献も称えました。若い人た
ちには「好きなことに取り組むのがよい。それが何に
役立つかを考えすぎないこと」とアドバイスしました。
ノーベル賞は、毎年 10 月と 11 月にスウェーデンとノ
ルウェーの委員会によって受賞者が発表され、化学、
経済学、文学、平和、物理学、生理学・医学の分野で
画期的な功績を残した人に贈られます。ツァイリンガ
ーさんらは、12 月にストックホルムで開かれる授賞式
に出席します。
ツァイリンガーさんは 2001 年以来のロータリー会員
です。
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