今年度寿崎奨学生＆カウンセラーの皆さん、1 年間よろしくお願いします！
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第３回例会記録（通算第 2894 回）
令和４年（2022）年７月２５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
（夫人の会）渕田美恵子様・丸山美里様
（米山奨学生）ソウ ウゼン君
（寿崎奨学生）
リ チュアン君
ラ シジョウ君・イ ジヒョン君
アハメド ファイサル君
コルワゲ ティラーン サンダケルム フィナ
ンド君
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
今日の例会

会長報告（北口

誠君）

皆さま、こんにちは。本日は夫人の会より渕田美恵子様、丸山美里様、
米山奨学生、寿崎奨学生 6 名の方にお越しいただいております。
さて先日、三角幹事と将来の熊本南 RC の発展と展望について食事を
しながら白熱した議論を戦わせました。その帰り、三角幹事がパン屋さ
んがあったので、買ってきますと一緒にお店に入りました。そこでの店
員さんに（たぶんバイトの青年）商品を選びレジに持っていくと、500
円になります。三角幹事がおもむろに携帯を差し出し、PayPay で。
心の中で、カッコつけやがってと思いましたが、そこは熊本でも野田さ

1 今日の歌

んと 1、2 を争う育ちの良さが出るのは仕方ないなと思いながら傍らで

2 来訪者紹介
3 会長・幹事報告
4 ガバナーアドレス 堀川貴史ガバナー

やり取りを見ていました。スマートに電子マネーで支払を済ませ、店員
がレジ袋必要でしょうか？三角幹事がはい。袋代 1 円になります。あ～
三角幹事は 1 万円札以外持っていないと知っている私はどうするのか

今月・来月の行事
8/8 暑気払い＆新入会員歓迎会＠ホテル日航熊本
8/21 第9 回熊本県水球競技大会＠アクアドーム

見ていたら私の方をみて、北口さんなら 1 円沢山持ってるでしょうとい
う目で見られたので、すぐにポケットを探しましたが、あいにく持ち

合わせがありませんでした。

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

合わせがありませんでした。店員にすいません 1 万円しかあり

臨時理事会報告（北口

誠君）

ません。ではもう一度 1 円を PayPay でお願いします。
（因みに

1.福田崇九様の入会について ⇒

承認されました。

バイトの隣には経営者と思われる男性が立っていました）三角
幹事は黙って 1 円を電子マネーで支払っていました。1 円を電

新入会員自己紹介 3回目（田嶋明彦君）

子マネーで払ったのは日本中で三角幹事だけではないでしょ
うか？店を出て二度とここでは買わんとものすごい剣幕で怒
っていましたが、皆さんだったどう対処しますか？私だったら
「今回は大丈夫、差し上げます」でしょ、普通。“損して得取
れ”の、金額でいうと最小金額で大損した実例です。わずか 1
円で三角家を敵に回したパン屋の出来事でした。

皆さま、こんにちは。私の趣味はゴルフです。スコアはたま

以上、会長報告です。

に 100 を切るくらいです。コンペ等ございましたら是非参加し
たいと思っています。子どもは男の子が二人、長男は熊本学園
大学を卒業後、
「株式会社山猿」という特殊伐採等を行う会社

出席報告（中嶋亜志火君）
会員数

で働いています。去年 9 月に孫も生まれました。次男は北海道

出席数

の酪農学園大学獣医学部を卒業しましたが、何故か東京の IT

出席率

企業に勤めております。以上で最後の自己紹介を終わります。

６３名

４２名

出席規定適用免除者
名誉会員

2名

６７．７４％

ありがとうございます。

欠席記録免除者 1 名
委員会報告

０名（会員数には含まれません）

●米山奨学会委員会（園田修司君）

幹事報告（三角雄介君）
1.熊本平成 RC より「事務局移転のお知らせ」が届いておりま
す。
2.別府 RC より「創立70周年記念式典のご案内」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。
3.熊本県Ｒ奨学会より2021-22（前年度）寄付金明細が届いて

7月奨学金が交付されました。

おります。
4.次回（8/1）例会は「堀川ガバナー公式訪問例会」です。当

●RAC 委員会（井上雅文君）

日の詳細につきましては後ほどご案内いたします。
5.7/28（木）は事務局員健診のため不在します。ご迷惑をおか
けします。よろしくお願いいたします。
6.例会終了後「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。
皆さま、こんにちは。RAC 委員会よりご報告です。7/12（火）
例会変更のお知らせ

熊本南 RAC の今年度1回目の例会及び懇親会を開催いたしま

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

した。ご参加いただきました会員の皆さま、ありがとうござ

程] 8 月 9 日（火）12：30～

いました。また、うれしいニュースとして、坂本研一会員の

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

ご子息が入会予定とのことです。尚、今後の例会予定につき

程] 8 月 10 日（水）12：30～

ましては決定次第ご案内いたします。

○05 福祉 RC～創立記念例会のため時間場所変更
[変更前] 8 月 23 日（火）12：30～

●スマイルボックス（大津英敬君）

[変更後] 8 月 23 日（火）11：30～
[場

○渕田美恵子様（夫人の会）

所] 青葉の瀬

先日、孫たちと総勢11人で湯島に行ってまいりました。家族

○05 福祉 RC～定款に基づき休会
[日

全員健康でいることに感謝します。主人が3キロの鯛を釣り

程] 8 月 30 日（火）12：30～

ました。お見せできないのが残念です。私もこの歳で泳いで

○菊南 RC～定款に基づき休会
[日

きました。今日はお招きありがとうございます。主人がいつ

程] 8 月 31 日（火）12：30～

もお世話になっております。
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○丸山美里様（夫人の会）

●卓話（桑原幸雄君）

本日は夫人の会ありがとうございます。久しぶりに皆さまの

「2022 年度 R 寿崎奨学生自己紹介・奨学金交付式」

お顔を拝見できうれしく思っております。
○北口

誠君・坂本研一君・三角雄介君・網川

○リ チュアン君
久君

崇城大学生物生命学部 4 年/中国

丸山浩之君

カウンセラー：丸山浩之君

本日ご来訪いただきました、夫人の会 渕田美恵子様、丸山
美里様に心より感謝いたします。1 年間どうぞよろしくお願
いいたします。また、米山奨学生、寿崎奨学生の皆さま、本
日は心よりお待ちしておりました。1 年間よろしくお願いし
ます。例会楽しんでください。

皆さん、こんにちは。崇城大学生物生命学部応用微生物工

○堀川貴史君

学科四年生リチュアンと申します。去年も奨学金をいただき

会員ご家族の皆さま、米山奨学生、寿崎奨学生の皆さま、よ

ました、誠にありがとうございます。奨学金のご支援のおか

うこそいらっしゃいました。心より歓迎いたします。本日は

げで、学費の支払いにあてることができて、学業に充実して

私のパートナーが参加できず申し訳ありません。今後ともど

取り組むことができています。心より感謝致します。今年の

うぞよろしくお願いいたします。

四月から研究室に配属され、酵母倍数体工学による“超”高

○渕田俊郎君・河津延雄君・永井富士雄君・漆島典和君

次倍数体育種技術の開発、または染色体の均等分離頻度上昇

森本康文君・谷口英樹君・松茂信吾君

を示す変異額の解析という研究テーマを卒業研究していま

夫人の会の皆さま、米山奨学生、寿崎奨学生の皆さまのご来

す。倍数性は基礎生物学の課題として、例えば、ヒトは二倍

訪を歓迎いたします。また、古財良一会員の卓話を楽しみに

体ですが、なぜ四倍体の人は存在しないのか、非常に面白い

しています。

課題です。将来、まず大学院の修士を修了することを考えて

○桑原幸雄君・井上雅文君

います、その後日本で就職したいと思っています。

寿崎奨学生の皆さまのご来訪を歓迎いたします。スピーチ頑
張ってください。また、夫人の会の皆さまのご来訪を歓迎い

○ラ シジョウ君

たします。
○川崎

熊本大学自然科学教育学部修士 2 年/中国

博君

カウンセラー：雑賀庸泰君

古財良一会員のビジネス卓話楽しみです。夫人の皆さまもあ
りがとうございます。
○喜讀宣友君
夫人の会の皆さまのご来訪を歓迎いたします。また、寿崎奨
学生を歓迎いたします。母国と日本、熊本の友好の橋渡しと

皆さま、こんにちは。 私は中国から参りました留学生で

して頑張ってください。本日、夜のクラブ協議会は急用にて

ある羅子城と申します。熊本大学自然科学教育部土 木建築

欠席いたします。申し訳ありません。歓迎とお詫びのスマイ

学専攻に属しています。本日よろしくお願い致します。私は

ルです。

今年 24 歳で、修士の 2 年生です。趣味は撮影とビデオを

○喜讀宣友君

作ることです。たまに作品を SNS に流して、友達と一緒に

古財良一会員の卓話を楽しみにしています。感謝のスマイル

楽しんでいます。特技は歌を歌うことです。高校時代によく

です。

歌唱大会に参加していて、優秀賞をもらったことがあります。

○塚本

侃君 Ⅱ

この度、ロータリー寿崎奨学金の受給を頂き、誠にありがと

会長の時にも達成できなかったホーム例会 100％出席が達成

うございます。経済的なご配慮を頂いたことだけでなく、更

できて驚いています。入会以来初の表彰にスマイルします。

にここにいる皆様と知り合うことができ、光栄の至りと思っ

○古財良一君

ております。私は先月に、就職活動によって企業の内定を貰

今日は仕事の話と山登りの話を 15 分させていただきます。

いました為、来年卒業してから日本の建設業界で働く予定で

皆さん、眠りながら聞いてください！

す。将来、インフラ建設及びこの社会の構築に自分の力を貢

○漆島典和君

献することを目指しています。

コロナに続き、サル痘が国内でも報告されましたが、サル痘

以上で私の自己紹介を終わります。ありがとうございました。

はすでに 4 類感染症に指定されており、治療もできます。必
要以上に恐れることはありません。また、ほとんどが男性で
女性の症例はごく僅かです。
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○イ ジヒョン君

○コルワゲ ティラーン サンダケルム フィナンド君

熊本保健科学大学保健科学部 4 年/韓国

崇城大学工学部 2 年/スリランカ

カウンセラー：喜讀宣友君

カウンセラー：桑原幸雄君

皆さま、こんにちは。韓国から来ました、熊本保健科学大

こんにちは。ロータリー寿崎奨学会の奨学金に選んでいた

学のイ ジヒョンと申します。私は将来熊本で作業療法士に

だきありがとうございます。崇城大学工学部機械工学科のコ

なるための勉強をしています。現在も実習を頑張っています。

ルワゲ ティラーン フィナンドと申します。出身はスリラン

今年で寿崎奨学生となり年目となります。この制度のお陰で

カです。日本に来て 6 年目です。ロボット開発に興味があり

勉強を頑張れています。この場を借りてお礼をしたいと思い

ます。卒業後にロボット開発に関係するところに就職したい

ます。本当にありがとうございます。これからも頑張ってい

です。これからよろしくお願いします。

きますので応援よろしくお願いします。
○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
崇城大学工学研究科修士 2 年/スリランカ

○アハメド ファイサル君
崇城大学情報学部 4 年/バングラデシュ

カウンセラー：井上雅文君

カウンセラー：倉嵜保広君

皆さん、こんにちは。今年度もロータリー寿崎奨学会奨学
初めまして、アハメド・ファイサルと申します。バングラ

金に採用していただき本当にありがとうございます。私は崇

デシュから参りました。2017 年に日本にきて、佐賀県の鳥

城大学大学院工学研究科修士 2 年のワハラ タントリゲ リ

栖市にある弘堂国際学園と言う日本語学校で 2 年間日本語

シタ ディーラカ ウィイクマル スバシンハです。2015 年ス

と異文化を学んで、2019 年度崇城大学の入学試験を参加し、

リランカから日本に参りました。今年 27 歳になります。私

合格させていただいて崇城大学情報学部の一員になりまし

は大学院で糖尿病治療薬に関する研究を行っています。昨年

た。今 4 年生で、エネルギーエレクトロニクス研究に配属

度はロ ータリー寿崎奨学金のおかげで素晴らしい学業成績

されています。研究テーマはエコ電用昇圧コンバータの同期

を取得することができました。去年は井上雅文カウンセラー

整流による高効率化です。来日したばかりの頃は、言葉の問

様に本当にお世話になりました。ありがとうございました。

題はもちろん、悩んだり、ぶつかったりしていました。来た

今年度も皆様のお金を無駄にならないように勉強を頑張り

ばかりのその気持ち、今でも覚えています。大学へ入学した

たいと思っています。今年もよろしくお願致します。

後日本語を十分理解できないところもありましたが、日本語
の能力を身につけるため専門科目の学習に加え日本語の勉

●ビジネス卓話

強にも力を入れました。大学やアルバイト先の日本人の友達

「仕事と山登り」

と会話したり、教科書を何度も読みなおしたりしました。さ
らに、日本の文化をより深く学ぶため、いろいろなイベント
やボランティアなどに参加しています。これまでも、大学主
催の国際交流カフェ、海の日、七夕、大学のオープンキャン
パスなどのイベントに積極的に参加しました。このたびは、
ロータリー寿崎奨学生に採用していただき、とても嬉しいで
す。本当にありがとうございます。これから社会に恩返しに
なるために頑張りたいと思います。今後とも、皆様方よろし
くお願い申しあげます。
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古財良一君

