
  
     宮原和広会長 
 

 本日は米山奨学生のチョウ・

コンさん、カウンセラーの小糸

会員をお招きしています。よう

こそいらっしゃいました。心か

ら歓迎申し上げます。 

 チョウ・コンさんは中国の大連出身28歳

で、熊本県立大学で学んでいらっしゃいま

す。小糸会員は世話クラブの熊本水前寺公園

ロータリークラブ所属です。後程、挨拶と卓

話を宜しくお願い致します。 

 10月31日、和田会員宅におきまして、社会

奉仕委員会、職業奉仕委員会、そして関係者

の方14名でカレンダー事業最終打合せが開催

されました。久々の炉辺会合で、和田会員の

奥様手作りのギョーザを美味しく戴きながら

大変盛り上がりました。和田会員の奥様、大

変ごちそうになりました。そしてお手伝い戴

きました平田会員、水野会員の奥様、馴田会

員の奥様、ありがとうございました。 

 カレンダー販売は会員皆様の御協力を戴き

まして現在6900部の注文があり、目標7000部

が達成できそうですので、本日をもって注文

を終了致します。追加印刷も検討したのです
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毎 週 金 曜 日 会報編集 塚本哲也委員長 

が、かなりコスト高になり断念致しました。 

 これからは注文戴いたカレンダーの配達、

清算、益金の送り先などになります。水野委

員長どうぞ宜しくお願い致します。ご協力戴

きました関係者の皆様、そして会員の皆様本

当にありがとうございました。 

 次に会員の皆様にご了承を戴きたい件があ

ります。先週の例会で次々年度会長、次年度

役員・理事の指名を求めておりましたが、本

日までどなたからも指名の申し出がございま

せんでした。よって今後は人吉ロータリーク

ラブの慣例に基づいて指名委員会による指名

をお願いしたいと思いますので、皆様のご了

承を戴きたいと思います。宜しくお願い致し

ます。   ― 全員拍手で承諾 ― 

 11月はＲＩが定める「ロータリー財団月

間」となっていますので、ロータリー財団の

和田委員長に卓話をお願いしたいと思ってお

ります。 

 先日、台北稲江ロータリークラブより第３

次姉妹締結調印式が2012年２月19日(日曜日）

18時に開催されることが決まりました。 

 山田国際奉仕委員長にスケジュール等、計

画して戴いておりますので決まり次第皆様に

ご参加の案内を致します。どうぞ多数のご参

加を宜しくお願い申し上げます。 

 

    馴田信治幹事 

【11月4日第8回定例理事会承認事項】 

・夫人の会 開催について 

  開催日；12月2日(金)19時より 

  場  所；あゆの里２階エルダンジュ 

      ワインと音楽の夕べ 

  今年度、ＲＩ、地区のテーマ 

 『家族の絆を大切に』に基づいて会員の参  

 加も可（会員のみ会費５千円）→承認 

・観光ｶﾚﾝﾀﾞｰ打合せﾒｰｸｱｯﾌﾟ扱いの件→最終報 

  

１１月 ロータリー財団月間 

 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至SAA委員長 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行   平田プログラム副委長 
 
来訪者紹介     宮原和広会長 
 
 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2720地区 米山記念奨学生 張 琨 君 

 熊本水前寺公園RC 会員・ｶｳﾝｾﾗｰ   小糸興紀 様 



 告会の参加をメークアップとする。 

・台北稲江ＲＣより第３次姉妹締結調印式日程 

 について→承認 

  調印式日程：2012年2月19日18時～ 

・2720地区リーダーシップ委員会よりクラブ研 

 修リーダー選出の件→中川貴夫会員に決定 

・2720地区ロータリー専任卓話者集団協力要請 

 の件→伊久美寛志会員を推薦する 

【連絡事項】 

○人吉市社会福祉協議会より歳末たすけあい演 

 芸会入場券の販売依頼（本日販売） 

○公益社団法人くまもと犯罪被害者支援セン 

 ターより「くまもと教育の日」「犯罪被害者 

 週間 県民の集いin天草」の案内 

  日 時；H23年11月12日(土)13時 

  場 所；天草市民センター 

○人吉新聞社より｢人吉オープンゴルフ｣広告の 

 お願い 

○地区ブライダル推進委員会大庭委員長よりク 

 ラブ出向卓話の案内 

【回覧】 

  人吉総合病院広報誌 ｢翔｣ 

 

【親睦委員会】       水野虎彦委員 

       １１月ゴルフのご案内  １１月ゴルフのご案内    
 年に一度を遠出コンペに決定しておりまし

た。今年度も鹿児島の溝辺カントリークラブで

開催します。専属プロのレッスンも企画してい

ます。多くの参加をお待ちしております。 

    期日；11月23日(水)祭日 

    場所；溝辺カントリークラブ 

    時間；10時20分スタート  

     岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】 

  

    米山奨学生招待卓話 

 

                          片岡啓一委員長 

 本日は、人吉クラブ第１８回

目の米山記念奨学生をお招きし

ての例会行事となります。熊本

水前寺公園RCがスポンサークラ

ブとなり、会員の小糸興紀様が

カウンセラーとしてお世話いた

だいている、中国出身の留学生の張琨君を招待

いたしました。先日来皆さんにお話いたしまし

たとおり、皆さんからご寄付いただいています

米山祈念奨学金からの援助で、日本の大学で専

門の学問に励んでおります。今日はカウンセ

ラーの小糸様に、張琨君の紹介をしていただ

き、そのあと張琨君から３０分ほど卓話をもら

う予定になっております。そして例会後、人吉

市内を案内しまして、夕方バスで熊本へ帰られ

る事になっています。 

 

   カウンセラーからのお願いと思い 

      熊本水前寺公園RC 小糸興紀会員 

 本日は米山奨学生、張琨君を

招聘くださいまして、３年ぶり

に貴クラブを訪問致しました。

いつも活気に満ち溢れた人吉ク

ラブの雰囲気に感心致します。

又、片岡米山記念奨学委員長に温かくお迎えい

ただき、感謝申し上げます。 

 今年度は2720地区では14名に米山奨学金を支

給しております。大分、熊本各７名となってお

ります。当地区の2010年度の個人平均寄付額は

8,030円です。普通寄付・特別寄付合わせて

1,000円の増額の要望が今年度の地区目標で

す。米山記念事業へのご理解を深めていただ

き、啓蒙活動にご協力のほど宜しくお願い申し

上げます。 

本日の出席率 

会  員  数   66名   74.19% 

出 席 免 除 5名 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 1名 

出 席 者 数 46名 修 正 出 席 率 75.81％ 

10/21例会出席率  74.19％ 

＊届け出欠席  

 原田・延岡・片岡忠・本田・鳥越・浅野・青木・戸高 

 中島・齊藤・和田・葉山・外山・尾上・小林清 

＊出席免除会員 

(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本, 釜田 

＊メークアップ 多良木ＲＣ；中川       

１１月の誕生祝い １１月の誕生祝い   

永尾禎規 会員  ３日 愛甲 康 会員 ５日 

本田 節 会員 １０日 立山 茂 会員 １０日 

片岡啓一 会員 15日 板井英朗 会員 16日 

岡啓嗣郎 会員 22日 岩本光義 会員 27日 

水野虎彦 会員 28日 尾上暢浩 会員 29日 

１１月の結婚記念祝い １１月の結婚記念祝い   

片岡啓一 会員 1日 安達玄一 会員 ２日 

浅野 強 会員 ２日 塚本哲也 会員 ３日 

馬場貞至 会員 ３日 山口令二 会員 ４日 

永江 浩 会員 ４日 釜田元嘉 会員 ７日 

尾方芳樹 会員 11日 本田  節 会員 11日 

齊藤日早子会員11日 北 昌二郎会員 16日 

浦田繁喜 会員 ２１日 堤  脩  会員 23日 



 奨学生の48％が中国人となっております。

日中間には1931年満州事変が勃発し、その10

年後尖閣諸島の問題です。その様な環境で日

中韓の反日感情は強く残っています。 

 しかし、米山記念奨学生は｢ロータリー精神

の理想的な具現者になる｣とその精神が国境を

超えて、歴史問題を超えて、将来必ず宗教と

紛争問題を越えて人類の基本的な価値観を追

求する精神です。 

 ｢ロータリー精神｣は利他主義です。東洋人

も西洋人も共通の精神を持っています。西郷

隆盛公の「敬天愛人」が最もロータリー精神

にふさわしいと中国人留学生の誰もが思って

いるようです。理想的な具現者になってくれ

ることを期待します。 

 

 

◇私の故郷 

 私の故郷は人口約550万人ぐらいです。気候

は海洋性だから、冬は厳寒ではなく、夏は酷

暑でもなく、四季がはっきりしています。中

国では旅行の所と言われています。ちなみに

大連は昔の満州国だから、いままでの電車も

あります。 

◇自分の家族について 

父親・母親・私・奥さん 

 中国は大体みんなが一人っ子です。私の父

親は今年55歳になりました。仕事は大挙の食

堂の係長です。母親は今年54歳になりまし

た。仕事は子供の病院の先生です。奥さんは

私と婚約しましたが、結婚式等まだしてませ

ん。仕事はスーパーで働いてます。 

◇所属クラブについて 

 所属クラブ：熊本水前寺公園ＲＣ 

 例会日：毎週水曜日 

 創 立：平成１３年6月２９日 

 会 長：森さん 

 カウンセラー小糸さん 

 クラブは女性が多いです。私は一ヶ月２回

ぐらいクラブの例会に参加しています。 

◇どうして留学する？ 

・大学を卒業してから。いい仕事ができな 

 かったから。 

・上に伸びたい。 

・先進国の技術を勉強したい。 

・外面の世界に行ってみたい。 

・自分の夢を実現したい。 

 以上の理由として私は中国の大学を卒業し

てから、両親と相談して留学することを決め

ました。 

◇どうして日本に選ぶ？ 

・世界の先進国としていい文化を学びたい。 

・住みやすい。 

・親戚がいるから。 

・日本人が優しいから。 

・日本の食べ物が美味しいから。 

・日本語に興味があるから。 

 いろいろな理由がありますが、一番重要な

理由はやはり親戚が日本にいるから、自分の

両親も安心できます。 

◇今まで苦しい経験とか 

・日本に来たばかりのとき 

・日本語の勉強 

・日本で始めたバイト 

・論文に関する研究 

・就職活動について 

 一番苦しいのは日本に来たばかりのとき、

あのときは日本語は全然話せませんでした。

とても大変でした。 

◇研究の紹介 

・研究の目的として：今中国で海賊版ソフト 

 ウェアは世界で一番になっている。そして 

 このような問題は世界で指摘されている。 

・研究の内容として：中国はどうして今の状 

 況になったのかがきっかけで中国人留学生 

 たちとして、いかに何の原因があったのか 

 に関する調査したいと思う。 

・研究の結論として：中国人は海賊版ソフト 

 ウェアーを減らすように説得する。 

 私は今度の研究の目的として、中国の海賊 

版の将来に関して、いかに減らせるかどうか

じゃなくて、中国は今の状況になった原因を

見つけた上で中国人の情報倫理意識を調べた

いと思います。私が思うのは、今私だけじゃ

なくて、いっぱい中国人は世界の先進国に留

学しています。おそらく違う文化が影響され

ているとともに考え方も変われるか考えてき

ました。 

◇ロータリー米山奨学金をいただいてから 

・感謝の気持ち 

・コミュニケーション 

・異文化の理解 

・自分の学業 

・今度米山の精神を通して、これからの自分 

 の覚悟 

 ロータリー米山奨学金をいただいてから一

番言いたいことは「ありがとう」です。わた

しもこれからもっと頑張りたいと思います。 

◇自分の将来について 

・一生懸命研究を続けて行きたいと思う。 

 張 琨（チョウ コン）君 

 出身 中国大連  28歳 

 在学校 熊本県立大学 

     修士課程２年 

 専 攻 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科 



・日本語がもっとうまくなりたい。 

・できれば日本に就職したい。 

・ロータリー米山の精神を伝えたいと思う。 

 自分の将来についてできれば日本に就職し

たいです。貿易の仕事を目指しています。つ

まり、中国と関係がある仕事です。何故かと

いうと、私は中国人として将来は自分の力で

日本と中国の交流のために役に立ちたいで

す。そして自分が日本に来て約５年になりま

すから、日本の習慣も慣れました。私の夢を

実現できるように頑張ります。以上です。 

皆様、本日はありがとうございました。 

  

【ニコニコ箱委員会】   丸尾 孜 委員 

・熊本水前寺公園ＲＣ小糸興紀カウンセラー  

 ３年ぶりにお邪魔致します。いつも活気あ 

 る貴クラブに感謝申し上げます。本日は張 

 琨君を宜しくお願いします。    1,000 

・中川会員 米山記念奨学生招待事業のた 

 め、人吉ＲＣを訪問して戴きありがとうご 

 ざいます。張琨君、日本との掛橋となって 

 頑張ってください。        1,000 

・赤池会員  米山記念奨学生 張琨君、カウ 

 ンセラー小糸さんを歓迎します。  2,000 

・片岡会員 米山記念奨学生招待事業のため 

 人吉ＲＣを訪問していただいた張琨君、カ 

 ウンセラーの小糸さん、ありがとうござい 

 ます。              2,000 

・立山会員 折り鶴会の話をしたら牛島さん 

 が300枚の鶴を折って来ていただき、平田さ 

 んからは折紙900枚を頂きました。嬉しくて 

 たまりません。喜んでニコニコします。 

                  1,000 

・宮原会長 カレンダー注文を本日で終了致 

 します。ご協力ありがとうございました。                 

                  1,000 

・岡会員 誕生日プレゼントありがとうござ 

 います。いま何歳になったかはっきり憶え 

 がない程、としを重ねました。   2,000 

・岩本光義会員 誕生祝いありがとうござい 

 ました。             1,000 

・山口会員 結婚祝いいただきありがとうご 

 ざいます。完全に忘れておりました。家内 

 より怒られずにすみます。     1,000 

・堤脩会員 結婚祝いをいただきありがとう 

 ございました。          2,000 

・北会員 早退します。       1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード11/4合計15,000 

 

【Ｒ財団寄付カード】  伊久美寛志副委員長 

・中川会員 今日の理事会にて、先日よりお  

 話しておりましたクラブ研修リーダー委員 

 として推薦していただきました。地区で勉  

 強させて戴いた事は必ずクラブにフィード 

 バックさせて戴きます。また、地区卓話者 

 集団に伊久美寛志会員を登録戴きました。 

 ありがとうございました。     ＄100 

・宮原会長 チョウ･コンさん、小糸会員、よ 

 うこそいらしゃいました。      ＄20 

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 

【10/28例会ニコニコ箱委員会】岩本光義副委員長 

・水俣ＲＣ 平山英樹会長 本日はお世話に 

 なります。中島博之ガバナー補佐には何回 

 も来訪頂きましてお世話になっておりま 

 す。今後共宜しくお願いします。  2,000 

・水俣ＲＣ 小川雄二幹事 水俣ＲＣより参 

 りました小川です。今後とも宜しくお願い 

 致します。            1,000 

・宮原会長 ○平山会長・小川幹事ようこそ 

 いらっしゃいました。○平山フク会員35年 

 勤続、延岡会員税務署表彰、おめでとうご 

 ざいます。            2,000 

・立山会員 折り鶴会の時間をいただきあり 

 がとうございます。どんな活動ができるか 

 皆さん楽しみにしていて下さい。  1,000 

・中島ガバナー補佐 水俣ＲＣ会長・幹事さ 

 ん、ようこそお出で下さいました。公式訪 

 問の折は大変お世話になりました。 2,000 

・中川会員 水俣ＲＣの平山会長・小川幹事 

 さん、ようこそ人吉ＲＣへお越しいただ 

 き、ありがとうございました。また、ロー 

 タリー情報委員会卓話をさせて戴き私も勉 

 強になりました。重ねてありがとうござい 

 ました。             2,000 

・延岡会員 人吉税務署長から納税表彰を受 

 賞し、人吉新聞で大々的に報道して頂きま 

 した。皆様からお祝いの言葉を頂きありが 

 とうございました。これから税金をいっぱ 

 い納めたいと思いますので皆様お仕事を 

 いっぱいお願いいたします。    10,000 

・平田会員 35年ひとつの会社に勤めて、Ｒ 

 財団と米山記念奨学会へ寄付をすることが 

 出来てうれしいです。       2,000 

・馬場会員 この度、イタリア統一150周年記 

 念特別演奏会のオペラ「マメーリ」に出演 

 することになりました。このオペラはドラ 

 マティックな写実主義音楽にあふれ大変美 

 しく、現在イタリア国歌の作詞者でもあ 

 る、英雄詩人のゴッフレード．マメーリの 

 イタリア統一に向けた献身的な生涯そして 

 愛と情熱が描かれたものです。   3,000 

・宮山会員 早退します。悪しからず 1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード10/28合計26,000 


