
本西稜ロータリークラブにお世話になってい

る。特に会長の河口先生に大変感謝していま

す。 

 私は吉林省吉林市の田舎で生まれました。

小学校から中学校までずっと田舎で暮らしま

した。いい高校の入試試験に合格したため、

田舎を離れて、都市に行きました。今は思い

出せば、結構いじめられていた。しかし、そ

の頃、必死に勉強して、いい成績をとって最

後はみんなと仲良くなった。ようやく、吉林

省の財政大学の投資学科に入学した。 

 2000年に卒業後、吉林省の建築の大企業に

就職した。しかし、給料が安いから、だいた

い初任給5000円です。貿易関係の外資の会社

に転職した。その原因は給料だけではなく、

実は私は1991年に初めてカラーテレビをみ

た。そのテレビは熊本にいる親戚のおばちゃ

んがプレゼントとしてくれたのです。その頃

おばちゃんから話を聞くと驚きました。昔の

教育では、自分の国以外は、あるいは共産主

義の国以外、資本家以外は、みんな生活が苦

しくて、生きることも難しい。でもおばちゃ

んから、日本では中古の電器などみんなが捨

てる、など。あまり、小さい少年にとって、

衝撃でした。もちろん、今の教育は変わりま

した。その頃は日本に必ず行こう、夢があっ

た。就職後もこの夢を捨てることがなかっ

た。経済力の問題だから、自分の夢を実現す

るために、三年間頑張って、日本の留学がで

きました。ちなみに自分の夢をつくってくれ

たおばちゃんは90歳に近くて、今は熊本桜十

字病院に長期間入院している。いつも見に行

きます。自分にとって、一生忘れられない、

一生感謝しています。 

 日本にきてから、周りと比べて、自分は一

番年上だけど、一番お金を持っていない。も

ちろん、アルバイトもしないといけない。で

も、アルバイト先は給食があるから、とても

楽しみでした。しかし、仕事を通して、学校

では勉強できることがなんでもよりうれしい

のだと思う。最後は、ロータリーの奨学生に

なって、もっといろいろな分野を勉強できる

ので、ロータリーの皆様にこころから深く感

謝しています。 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・熊本西稜RC 河口哲雄会長（ｶｳﾝｾﾗｰ）初め 

 て訪問させて頂きました。徐国棟君共々、 

 今日一日皆様のお世話になります。ありが 

 とうございます。        10,000 

・安逹米山委員長 17回目の米山奨学生招待 

 事業へ河口会長と徐国棟君、ようこそい 

 らっしゃいました。会員の皆様もご協力あ 

 りがとうございます。       3,000 

・片岡会員 徐国棟さん、河口会長さん、よ 

 うこそ！             2,000 

・中川会長① 河口先生、徐君、ようこそ。 

 人吉RCへお越し頂き有難うございました。 

                   1,000 

・中川会長② オペラが開催され、ひこいっ 

 ちゃん（彦一）を馬場会員がされました 

 とてもすばらしかったのでニコニコしま 

 す。おめでとうございました。   2,000 

・岩本会員 一昨日、友永先生に鼻を診ても 

 らった折り、ＣＴ検査で脳みそが一杯詰 

 まっていてうらやましいと言って戴きまし 

 た。               1,000 

・馬場会員 「おてものバッテン嫁入り」で 

 は、皆様に来場いただきまして、カル 

 チャーパレスを満員で公演させていただき 

 ました。「よかったョ!!」とお声をかけて 

 いただき感激しております。本当にありが 

 とうございました。また。次の日、人吉新 

 聞で大きな記事でとりあげてもらいまし 

 た。ありがとうございました。   3,000 

・堤正博会員 延期していました人吉花火大 

 会が10月11日、無事終了しました。多くの 

 皆様にご協力いただきありがとうございま 

 した。阿蘇で開催されました熊本県のクラ 

 ブチームソフトボール大会で、繊月チーム 

 が優勝しました。二連覇です。   5,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/15合計27,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】   和田栄司委員長 

・葉山会員 厚生労働省認定の葬祭ディレク 

 ター技能審査官として10年目を迎え、先日 

 13日の全国葬祭業事業者大会において45名 

 が表彰戴きましたので、授賞を記念して寄 

 付します。            100＄ 

・大久保直前会長 馬場会員の10月13日「お 

 てものバッテン嫁入り」の彦一役は、見事 

 な演技でした。楽しい一夜をすごさせて戴 

 きました。米山奨学生の徐国棟さん、頑 

 張ってください。期待しています。 2,000 
       
      点 鐘 中川貴夫会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 職業奉仕米山月間 
 
点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場貞至副委員長      

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「我等の生業」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介      中川貴夫会長 
 
    2720地区米山奨学生     徐 国 棟  君 

    熊本西稜ＲＣ 会長・ｶｳﾝｾﾗｰ 河口 哲雄 様 

 

 

     中川貴夫会長 
 

  朝夕めっきり凌ぎやすく秋らしさを感じさ

せてくれる日々となりましたが、皆さんお元

気に過ごされていらっしゃいますか？ 

 まず、先日からの木下光一ガバナー公式訪

問例会、前日の懇談会にご協力戴きありがと

うございました。又、ガバナーには３０分の

持ち時間をはるかにオーバーし、熱の入った

アドレスを戴き感謝している所です。皆さん

にもしっかり伝わった事と思いますし、これ

からのロータリー活動にプラスにして戴きた

いと思います。 

 更に、「おくんち祭り」も終わり１１日に

は、盛大に花火が打ち上げられ観客を魅了し

たと思いますが、翌朝の相良護国神社清掃に

参加戴きましたメンバーの皆様ありがとうご

ざいました。個人、クラブメークアップに貢

献戴き重ねてお礼申し上げます。 

 さて、今日は米山奨学生に来訪戴き例会を

致しますが、「米山奨学会のあゆみ」を新し

いメンバーに紹介したいと思います。 

 米山奨学事業は、日本最初のロータリーク

通  算  2 6 3 1回 

2 0 1 0年 1 0月 1 5日 

第 14 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂委員 

ラブの創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功

績を記念して発足致しました。１９５２年、

東京ロータリークラブが発表したのは、海外

から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援す

る事業「米山募金」の構想でした。そこに

は、二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に、国際親善と世界平和に寄与したいとい

う、当時のロータリアンの強い願いがあった

のです。この事業は、わずか５年の間に日本

全国のロータリークラブの共同事業へと発展

し、１９６７年には、文部省（当時）を主務

官庁とする「（財）ロータリー米山奨学会」

が設立される運びとなりました。現在、５０

年以上の歴史をもち、ＲＩから認証をうけた

日本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動

（手続き要覧33および93項）です。現在も、

「将来の日本の生きる道は平和しかない。そ

の平和日本を世界に理解させるためには、ア

ジアの国々から一人でも多くの留学生を日本

に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらう

しかない。それこそ、日本のロータリーに最

もふさわしい国際奉仕事業ではないだろう

か」という思いを込めて運営されています。 

 ロータリー米山奨学会は、全国のロータリ

アンの寄付金を財源に日本の大学、大学院を

はじめとする高等教育機関で学ぶ外国人留学

生に対して奨学金を支給しています。年間の

奨学生採用はおよそ８００人、事業費は１

４．４億円（2008年度決算）と、国内では、

民間最大の奨学事業となっています。これま

でに支援してきた奨学生数は累計で、１５．

１３０人（2009年 4月現在）、その出身国

は、世界１１６の国と地域に及びます。ま

た、奨学金による経済的支援だけでなく、

                 米山月間  

           米山奨学生 徐 国棟君 招待卓話 



熊本西RC11/9→18:30～夜の例会に変更 

 〃   11/16→18:30～ 

    熊本西单・熊本平成・熊本中央・熊本西RC合同例会の為 

熊本中央RC11/5→職場訪問の為 熊本利水工業 

  〃11/26→18:30～韓国RCとの友好クラブ 

          締結更新調印式の為 

【本日の回覧】 

  八代单ＲＣ 八代ＲＣ 指宿ＲＣ 

  より週報が届いております。 

  人吉総合病院広報誌「翔」 

  麻薬・覚醒剤乱用防止ｾﾝﾀｰよりﾆｭｰｽﾚﾀｰ 

【本日の配布】 

 ロータリー米山奨学会2010-11年度豆辞典 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  人吉ローターアクトクラブ例会案内 

 本日午後７時30分よりひまわり亭にて開催

します。本日は来訪いただいております、熊

本西稜ＲＣ河口会長様、米山奨学生の徐君を

囲んでの例会になります。ロータリアンの皆

様の参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】     齊藤日早子委員長 

 本日17日(日）開催のゴルフ愛好会の出欠

をとっております。球磨カントリー倶楽部、

10時37分スタートです。 

 それから、第３回人吉オープンゴルフ大会

のご案内です。平成22年11月３日(水)文化の

日開催、会場はチサンＣＣ人吉、集合８時、

スタート９時です。参加申し込み及び大会要

項については親睦委員会へお願いします。締

切は定員になり次第とのことです。キャ

ディー付き希望は先着８組までですのでお早

めにお願いします。以上です。 

 

  

  平田フク委員長  

ロータリーとの深い交流と精神的ケアを重視

しています。 

 今回、訪問して戴いた徐国棟君も後で卓話

を戴きますが、日本の素晴らしさ、日本の考

え方を学び吸収いただき世界及び日本の平和

の為に貢献戴ければ幸いです。 

 又、安達委員長が木下ガバナーに質問され

ました「地区においても米山奨学金ゼロのク

ラブがあるのは何故ですか？」との質問に

も、ガバナーとして「そのクラブにも貢献し

て戴くように努力します。」とのことでした

ので、人吉ロータリークラブとしても米山奨

学金の増額を地区より依頼ありました事に対

しましても、半期を過ぎた時点で再度安達委

員長さんと話合い、そして理事会に諮り検討

を致したいと思います。 

2010-2011年度ＲＩテーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

    渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

(1）11月20日（土）水俣ＲＣ創立５０周年記 

 念式典が開催されます、本日出欠の案内を 

 お出ししますので、大勢のご参加をお願い 

 します。 

(2)第64回犬童球渓顕彰音楽祭（音楽の夕 

 べ）出演申し込みについて 

  日時 H22年11月14日（日）18：30～ 

  場所 カルチャーパレス 大ホール 

 人吉・球磨のＡＬＴと一般公募との国際交 

 流を目的、出演時間は８分２曲程度です。 

 事前練習もあります。申し込みは10月20日 

 まで。 

(3)ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

 が届いております。 

 場 所:熊本市下通1-3-7銀染第一ビル4Ｆ 

(4)第2720地区ローターアクト第24回熊本分 

 区留学生交流会のご案内が届いております 

 ので、立山委員長にお渡し致します。 

(4)第３回人吉オープンゴルフ大会の協賛の 

 お願いが届いておりますので、親睦委員会  

 齊藤委員長にお渡し致します。 

(5)第６分区ガバナー補佐川尻成美様よりガ

バナー公式訪問のお礼状が届いております。 

【例会変更】 

指宿RC10/19→18:30～夜の例会の為 

 〃 10/26→職場訪問の為 cocoはしむれ 

 〃 11/16→18:30～夜の例会の為 

 〃 12/14→18:30～クリスマス家族会の為 

           指宿いわさきホテル 

 

10月8日ガバナー公式訪問 出席率 

会   員  数   70名   79.10% 

出 席 免 除 3名 9 / 2 4例会出席率  80.88％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 鳥井・村山・岩本光・木村・北・友永・鳥越・片岡 

 尾上・葉山・有村・堀・外山・田上 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵 

 

 

  10月米山月間 

    米山奨学生招待卓話 

 

             安逹玄一委員長 

 今月10月は米山月間であ

ります。それに合わせて本

日が米山奨学生招待事業に

なります。招待事業は平成

４年から昨年まで16回行わ

れており今回で17回目を迎

えます。 

 今日は西稜ＲＣの会長兼カウンセラーの河

口哲雄様と、中国からの奨学生、徐 国棟君

にご来訪いただきました。心より歓迎申し上

げます。お二人には後でご挨拶、卓話をお願

いいたします。例会後、人吉新聞社取材から

会員事業所訪問や市内観光、夜はローターア

クトの例会に出席予定とハードスケジュール

ですが、こちらの希望に合わせて頂きまし

た。ありがとうございます。 

 米山奨学委員長の仕事として一つだけ皆さ

んにお知らせしたいことがあります。今日皆

さんに配布してありますロータリー米山記念

奨学事業、豆辞典の19ページに米山奨学生か

ら巣立った学友スピーチが掲載されています

のでご覧下さい。台湾の林さんがロータリー

から教わったこと、と題してスピーチの原稿

の一部が載っています・・・・。今後もこの

ような素晴らしい学友が多く活躍することを

期待したいと思います。時間が詰まっていま

すので、これで委員長の挨拶に代えさせて頂

きます。 

 徐 国棟君紹介 

              熊本西稜ロータリークラブ 

            会長  河口哲雄カウンセラー 
 
 こんにちは。本日は

２人をお招きいただき

ありがとうございま

す。私 ど も熊 本 西 稜

ロータリークラブで世

話を致しております徐君の紹介をさせていた

だきます。 

 徐君は中国吉林省吉林市生れ、現在３５歳

です。妻帯で子供も１人おります。本日奥様

も一緒にと思ったのですが、体調を崩し中国

に帰っておられるそうです。 

 熊本学園大学大学院 商学研究科、経営学を

勉強しています。将来は日本と中国の掛け橋

になるような仕事に就きたいと、現在日本で

就職活動中です。 

 本日はたくさんの方を前に緊張をしている

ようです。このあと27日に多良木ロータリー

クラブへお伺いする予定になっております。

少し早口ですのでお聞き苦しいところがある

かもしれませんが、皆様どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

 私の名前は、徐国棟と申します。私は６年

前に中国から、留学生として日本の熊本にき

た。今は熊本学園大学院商学部経営学科２年

生です。今年ロータリーの奨学生として、熊

本日の出席率 

会   員  数   70名   86.57% 

出 席 免 除 3名 1 0 / 1例会出席率   83.58％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 延岡・本田・愛甲英・浅野・小林祐・北・山本 

 蓑田・木村 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵 

＊メークアップ 

人吉ＲＡＣ例会；本田・立山 

慶山ＲＣ青少年交流②；中川・伊久美・渡辺・浅野 

          大久保・有村・齊藤・宮原・和田 

2010-2011年度 

    米山奨学生招待事業スケジュール 

           10月15日（金） 

11時30分 河口会長・徐君あゆの里に到着  

     打合せ・休憩 

12時30分 人吉ＲＣ例会へ 徐君の卓話 

13時30分 例会終了、写真撮影 

     人吉新聞社の取材を受ける 

14時～  観光（青井阿蘇神社や会員事業所） 

19時30分 人吉ＲＡＣ例会へ参加 

     （夕食；ひまわり亭） 

21時   例会終了 帰熊本 

 徐 国棟（じょ こく とう）君 

 国籍 中国 

 在学校 熊本学園大学 

 学年・専攻 修士２経営学 

＊メークアップ 

会員増強・職業分類・選考委員会合同家庭集会； 

             石原・赤池・川越 

慶山ＲＣ青少年交流①；中川・伊久美・渡辺・大久保 

           浅野・有村・齊藤・宮原・和田 

人吉ＲＡＣ例会；立山 



熊本西RC11/9→18:30～夜の例会に変更 

 〃   11/16→18:30～ 

    熊本西单・熊本平成・熊本中央・熊本西RC合同例会の為 

熊本中央RC11/5→職場訪問の為 熊本利水工業 

  〃11/26→18:30～韓国RCとの友好クラブ 

          締結更新調印式の為 

【本日の回覧】 

  八代单ＲＣ 八代ＲＣ 指宿ＲＣ 

  より週報が届いております。 

  人吉総合病院広報誌「翔」 

  麻薬・覚醒剤乱用防止ｾﾝﾀｰよりﾆｭｰｽﾚﾀｰ 

【本日の配布】 

 ロータリー米山奨学会2010-11年度豆辞典 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  人吉ローターアクトクラブ例会案内 

 本日午後７時30分よりひまわり亭にて開催

します。本日は来訪いただいております、熊

本西稜ＲＣ河口会長様、米山奨学生の徐君を

囲んでの例会になります。ロータリアンの皆

様の参加をお待ちしております。 

 

【親睦委員会】     齊藤日早子委員長 

 本日17日(日）開催のゴルフ愛好会の出欠

をとっております。球磨カントリー倶楽部、

10時37分スタートです。 

 それから、第３回人吉オープンゴルフ大会

のご案内です。平成22年11月３日(水)文化の

日開催、会場はチサンＣＣ人吉、集合８時、

スタート９時です。参加申し込み及び大会要

項については親睦委員会へお願いします。締

切は定員になり次第とのことです。キャ

ディー付き希望は先着８組までですのでお早

めにお願いします。以上です。 

 

  

  平田フク委員長  

ロータリーとの深い交流と精神的ケアを重視

しています。 

 今回、訪問して戴いた徐国棟君も後で卓話

を戴きますが、日本の素晴らしさ、日本の考

え方を学び吸収いただき世界及び日本の平和

の為に貢献戴ければ幸いです。 

 又、安達委員長が木下ガバナーに質問され

ました「地区においても米山奨学金ゼロのク

ラブがあるのは何故ですか？」との質問に

も、ガバナーとして「そのクラブにも貢献し

て戴くように努力します。」とのことでした

ので、人吉ロータリークラブとしても米山奨

学金の増額を地区より依頼ありました事に対

しましても、半期を過ぎた時点で再度安達委

員長さんと話合い、そして理事会に諮り検討

を致したいと思います。 

2010-2011年度ＲＩテーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

    渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

(1）11月20日（土）水俣ＲＣ創立５０周年記 

 念式典が開催されます、本日出欠の案内を 

 お出ししますので、大勢のご参加をお願い 

 します。 

(2)第64回犬童球渓顕彰音楽祭（音楽の夕 

 べ）出演申し込みについて 

  日時 H22年11月14日（日）18：30～ 

  場所 カルチャーパレス 大ホール 

 人吉・球磨のＡＬＴと一般公募との国際交 

 流を目的、出演時間は８分２曲程度です。 

 事前練習もあります。申し込みは10月20日 

 まで。 

(3)ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

 が届いております。 

 場 所:熊本市下通1-3-7銀染第一ビル4Ｆ 

(4)第2720地区ローターアクト第24回熊本分 

 区留学生交流会のご案内が届いております 

 ので、立山委員長にお渡し致します。 

(4)第３回人吉オープンゴルフ大会の協賛の 

 お願いが届いておりますので、親睦委員会  

 齊藤委員長にお渡し致します。 

(5)第６分区ガバナー補佐川尻成美様よりガ

バナー公式訪問のお礼状が届いております。 

【例会変更】 

指宿RC10/19→18:30～夜の例会の為 

 〃 10/26→職場訪問の為 cocoはしむれ 

 〃 11/16→18:30～夜の例会の為 

 〃 12/14→18:30～クリスマス家族会の為 

           指宿いわさきホテル 

 

10月8日ガバナー公式訪問 出席率 

会   員  数   70名   79.10% 

出 席 免 除 3名 9 / 2 4例会出席率  80.88％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 13名 

出 席 者 数 53名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 鳥井・村山・岩本光・木村・北・友永・鳥越・片岡 

 尾上・葉山・有村・堀・外山・田上 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵 

 

 

  10月米山月間 

    米山奨学生招待卓話 

 

             安逹玄一委員長 

 今月10月は米山月間であ

ります。それに合わせて本

日が米山奨学生招待事業に

なります。招待事業は平成

４年から昨年まで16回行わ

れており今回で17回目を迎

えます。 

 今日は西稜ＲＣの会長兼カウンセラーの河

口哲雄様と、中国からの奨学生、徐 国棟君

にご来訪いただきました。心より歓迎申し上

げます。お二人には後でご挨拶、卓話をお願

いいたします。例会後、人吉新聞社取材から

会員事業所訪問や市内観光、夜はローターア

クトの例会に出席予定とハードスケジュール

ですが、こちらの希望に合わせて頂きまし

た。ありがとうございます。 

 米山奨学委員長の仕事として一つだけ皆さ

んにお知らせしたいことがあります。今日皆

さんに配布してありますロータリー米山記念

奨学事業、豆辞典の19ページに米山奨学生か

ら巣立った学友スピーチが掲載されています

のでご覧下さい。台湾の林さんがロータリー

から教わったこと、と題してスピーチの原稿

の一部が載っています・・・・。今後もこの

ような素晴らしい学友が多く活躍することを

期待したいと思います。時間が詰まっていま

すので、これで委員長の挨拶に代えさせて頂

きます。 

 徐 国棟君紹介 

              熊本西稜ロータリークラブ 

            会長  河口哲雄カウンセラー 
 
 こんにちは。本日は

２人をお招きいただき

ありがとうございま

す。私 ど も熊 本 西 稜

ロータリークラブで世

話を致しております徐君の紹介をさせていた

だきます。 

 徐君は中国吉林省吉林市生れ、現在３５歳

です。妻帯で子供も１人おります。本日奥様

も一緒にと思ったのですが、体調を崩し中国

に帰っておられるそうです。 

 熊本学園大学大学院 商学研究科、経営学を

勉強しています。将来は日本と中国の掛け橋

になるような仕事に就きたいと、現在日本で

就職活動中です。 

 本日はたくさんの方を前に緊張をしている

ようです。このあと27日に多良木ロータリー

クラブへお伺いする予定になっております。

少し早口ですのでお聞き苦しいところがある

かもしれませんが、皆様どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

 私の名前は、徐国棟と申します。私は６年

前に中国から、留学生として日本の熊本にき

た。今は熊本学園大学院商学部経営学科２年

生です。今年ロータリーの奨学生として、熊

本日の出席率 

会   員  数   70名   86.57% 

出 席 免 除 3名 1 0 / 1例会出席率   83.58％ 

欠 席 者 数 9名 補  填  数 11名 

出 席 者 数 58名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席者  

 延岡・本田・愛甲英・浅野・小林祐・北・山本 

 蓑田・木村 

＊出席免除 定款第9条第3節(b)  増田，愛甲康，石蔵 

＊メークアップ 

人吉ＲＡＣ例会；本田・立山 

慶山ＲＣ青少年交流②；中川・伊久美・渡辺・浅野 

          大久保・有村・齊藤・宮原・和田 

2010-2011年度 

    米山奨学生招待事業スケジュール 

           10月15日（金） 

11時30分 河口会長・徐君あゆの里に到着  

     打合せ・休憩 

12時30分 人吉ＲＣ例会へ 徐君の卓話 

13時30分 例会終了、写真撮影 

     人吉新聞社の取材を受ける 

14時～  観光（青井阿蘇神社や会員事業所） 

19時30分 人吉ＲＡＣ例会へ参加 

     （夕食；ひまわり亭） 

21時   例会終了 帰熊本 

 徐 国棟（じょ こく とう）君 

 国籍 中国 

 在学校 熊本学園大学 

 学年・専攻 修士２経営学 

＊メークアップ 

会員増強・職業分類・選考委員会合同家庭集会； 

             石原・赤池・川越 

慶山ＲＣ青少年交流①；中川・伊久美・渡辺・大久保 

           浅野・有村・齊藤・宮原・和田 

人吉ＲＡＣ例会；立山 



本西稜ロータリークラブにお世話になってい

る。特に会長の河口先生に大変感謝していま

す。 

 私は吉林省吉林市の田舎で生まれました。

小学校から中学校までずっと田舎で暮らしま

した。いい高校の入試試験に合格したため、

田舎を離れて、都市に行きました。今は思い

出せば、結構いじめられていた。しかし、そ

の頃、必死に勉強して、いい成績をとって最

後はみんなと仲良くなった。ようやく、吉林

省の財政大学の投資学科に入学した。 

 2000年に卒業後、吉林省の建築の大企業に

就職した。しかし、給料が安いから、だいた

い初任給5000円です。貿易関係の外資の会社

に転職した。その原因は給料だけではなく、

実は私は1991年に初めてカラーテレビをみ

た。そのテレビは熊本にいる親戚のおばちゃ

んがプレゼントとしてくれたのです。その頃

おばちゃんから話を聞くと驚きました。昔の

教育では、自分の国以外は、あるいは共産主

義の国以外、資本家以外は、みんな生活が苦

しくて、生きることも難しい。でもおばちゃ

んから、日本では中古の電器などみんなが捨

てる、など。あまり、小さい少年にとって、

衝撃でした。もちろん、今の教育は変わりま

した。その頃は日本に必ず行こう、夢があっ

た。就職後もこの夢を捨てることがなかっ

た。経済力の問題だから、自分の夢を実現す

るために、三年間頑張って、日本の留学がで

きました。ちなみに自分の夢をつくってくれ

たおばちゃんは90歳に近くて、今は熊本桜十

字病院に長期間入院している。いつも見に行

きます。自分にとって、一生忘れられない、

一生感謝しています。 

 日本にきてから、周りと比べて、自分は一

番年上だけど、一番お金を持っていない。も

ちろん、アルバイトもしないといけない。で

も、アルバイト先は給食があるから、とても

楽しみでした。しかし、仕事を通して、学校

では勉強できることがなんでもよりうれしい

のだと思う。最後は、ロータリーの奨学生に

なって、もっといろいろな分野を勉強できる

ので、ロータリーの皆様にこころから深く感

謝しています。 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・熊本西稜RC 河口哲雄会長（ｶｳﾝｾﾗｰ）初め 

 て訪問させて頂きました。徐国棟君共々、 

 今日一日皆様のお世話になります。ありが 

 とうございます。        10,000 

・安逹米山委員長 17回目の米山奨学生招待 

 事業へ河口会長と徐国棟君、ようこそい 

 らっしゃいました。会員の皆様もご協力あ 

 りがとうございます。       3,000 

・片岡会員 徐国棟さん、河口会長さん、よ 

 うこそ！             2,000 

・中川会長① 河口先生、徐君、ようこそ。 

 人吉RCへお越し頂き有難うございました。 

                   1,000 

・中川会長② オペラが開催され、ひこいっ 

 ちゃん（彦一）を馬場会員がされました 

 とてもすばらしかったのでニコニコしま 

 す。おめでとうございました。   2,000 

・岩本会員 一昨日、友永先生に鼻を診ても 

 らった折り、ＣＴ検査で脳みそが一杯詰 

 まっていてうらやましいと言って戴きまし 

 た。               1,000 

・馬場会員 「おてものバッテン嫁入り」で 

 は、皆様に来場いただきまして、カル 

 チャーパレスを満員で公演させていただき 

 ました。「よかったョ!!」とお声をかけて 

 いただき感激しております。本当にありが 

 とうございました。また。次の日、人吉新 

 聞で大きな記事でとりあげてもらいまし 

 た。ありがとうございました。   3,000 

・堤正博会員 延期していました人吉花火大 

 会が10月11日、無事終了しました。多くの 

 皆様にご協力いただきありがとうございま 

 した。阿蘇で開催されました熊本県のクラ 

 ブチームソフトボール大会で、繊月チーム 

 が優勝しました。二連覇です。   5,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/15合計27,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】   和田栄司委員長 

・葉山会員 厚生労働省認定の葬祭ディレク 

 ター技能審査官として10年目を迎え、先日 

 13日の全国葬祭業事業者大会において45名 

 が表彰戴きましたので、授賞を記念して寄 

 付します。            100＄ 

・大久保直前会長 馬場会員の10月13日「お 

 てものバッテン嫁入り」の彦一役は、見事 

 な演技でした。楽しい一夜をすごさせて戴 

 きました。米山奨学生の徐国棟さん、頑 

 張ってください。期待しています。 2,000 
       
      点 鐘 中川貴夫会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 職業奉仕米山月間 
 
点 鐘            中川貴夫会長 
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場貞至副委員長      

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「我等の生業」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介      中川貴夫会長 
 
    2720地区米山奨学生     徐 国 棟  君 

    熊本西稜ＲＣ 会長・ｶｳﾝｾﾗｰ 河口 哲雄 様 

 

 

     中川貴夫会長 
 

  朝夕めっきり凌ぎやすく秋らしさを感じさ

せてくれる日々となりましたが、皆さんお元

気に過ごされていらっしゃいますか？ 

 まず、先日からの木下光一ガバナー公式訪

問例会、前日の懇談会にご協力戴きありがと

うございました。又、ガバナーには３０分の

持ち時間をはるかにオーバーし、熱の入った

アドレスを戴き感謝している所です。皆さん

にもしっかり伝わった事と思いますし、これ

からのロータリー活動にプラスにして戴きた

いと思います。 

 更に、「おくんち祭り」も終わり１１日に

は、盛大に花火が打ち上げられ観客を魅了し

たと思いますが、翌朝の相良護国神社清掃に

参加戴きましたメンバーの皆様ありがとうご

ざいました。個人、クラブメークアップに貢

献戴き重ねてお礼申し上げます。 

 さて、今日は米山奨学生に来訪戴き例会を

致しますが、「米山奨学会のあゆみ」を新し

いメンバーに紹介したいと思います。 

 米山奨学事業は、日本最初のロータリーク

通  算  2 6 3 1回 

2 0 1 0年 1 0月 1 5日 

第 14 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 立山 茂委員 

ラブの創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功

績を記念して発足致しました。１９５２年、

東京ロータリークラブが発表したのは、海外

から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援す

る事業「米山募金」の構想でした。そこに

は、二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に、国際親善と世界平和に寄与したいとい

う、当時のロータリアンの強い願いがあった

のです。この事業は、わずか５年の間に日本

全国のロータリークラブの共同事業へと発展

し、１９６７年には、文部省（当時）を主務

官庁とする「（財）ロータリー米山奨学会」

が設立される運びとなりました。現在、５０

年以上の歴史をもち、ＲＩから認証をうけた

日本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動

（手続き要覧33および93項）です。現在も、

「将来の日本の生きる道は平和しかない。そ

の平和日本を世界に理解させるためには、ア

ジアの国々から一人でも多くの留学生を日本

に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらう

しかない。それこそ、日本のロータリーに最

もふさわしい国際奉仕事業ではないだろう

か」という思いを込めて運営されています。 

 ロータリー米山奨学会は、全国のロータリ

アンの寄付金を財源に日本の大学、大学院を

はじめとする高等教育機関で学ぶ外国人留学

生に対して奨学金を支給しています。年間の

奨学生採用はおよそ８００人、事業費は１

４．４億円（2008年度決算）と、国内では、

民間最大の奨学事業となっています。これま

でに支援してきた奨学生数は累計で、１５．

１３０人（2009年 4月現在）、その出身国

は、世界１１６の国と地域に及びます。ま

た、奨学金による経済的支援だけでなく、

                 米山月間  

           米山奨学生 徐 国棟君 招待卓話 


