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    会長 鳥井正徳 

 

 スポーツの秋が台風の秋になったような10月

前半でした。お仕事には差しつかえがなかった

でしょうか。 

  本日は会長の時間が６～７分しかありません

でしたので、短く申し上げることをおゆるしく

ださい。 

 先日、青少年育成委員会とローターアクト委

員会の合同家庭集会に出席いたしました。本田

委員長、安達委員長以下アクト３名を加え、14

名もの参加の下に、本年度の方針や計画の確認

と具現化に向けて、真剣な話し合いがなさ

れ、大変心強く思いました。国際ロータリー

の青少年育成の核は、ローターアクトの育成

から始まることは、先の例会でお話し申し上

げたところですが、青少年育成とローターア

クト委員会が一体となって活動する必要があ

ることも確認することができました。ロータ

リアンの更なる理解と協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 青少年育成委員会は、本年度最大の事業と

して、東間小での「心の豊かさプロジェク

ト」が計画され、馬場副委員長を中心に準備

がなされています。11月14日の開催を楽しみ

にしているところです。ローターアクト委員

会の最大の課題は、今年、来年と卒業に伴う

会員不足をどうするかということのようで

す。アクト会員確保に向けてのロータリアン

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日は、米山奨学生で中国出身の李秋実さ

んの卓話を予定しています。ご紹介がありま

したとおり、来日６年目で崇城大学の研究室

で科学研究者として活躍することを夢にがん

ばる好青年です。 

 ところで、我人吉ＲＣの米山奨学会への寄

付金は、伊久美前米山奨学会理事を中心に、

先輩会員の長い間の継続した努力により、第

2720地区の約80のクラブの中でも10指にはい

る高い額になっています。本年度も葉山委員

長の下に個人寄付等が計画されていますが、

第2720地区の取り組みについては、先の例会

で葉山委員長から報告がございました。 

 我々のこうした地道な取り組みが、将来奨

学生の母国と日本の架け橋となって活躍する

人材の育成に繋がるよう期待しますと共に、

今後の動向についても見守っていく必要があ

ると思います。このことは「ロータリーを学

び直し、新たな第１歩」につながるのではな

いかと思うところです。 



     
 

        副幹事 水野虎彦 
 
【理事会承認事項】 

①赤池利光会員の出席免除申請の承認。   

 （2014年10月より2014年12月末日まで） 

②中川貴夫会員のロータリー研究会に伴う地区実 

 行委員会出席についてメークアップとすること 

 を承認。（11月26日～２８日東京にて開催） 

③新入会員候補者の承認。 

④慶山ロータリークラブからのメールの件 

 「2015年1月に慶山ＲＣ創立40周年記念式典を開 

 催しますのでお越しください。記念事業として 

 植樹を計画しています。樹種と金額をお知らせ 

 ください。植樹は10月に、記念の石碑は1月に設 

 置します。」 

 このことに対し理事会として、樹種は慶山ＲＣ 

 に一任、植樹に関する金額は総額で１５万円と 

 決定しました。 
 
【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区 平和フェロー・ 

 ポリオプラス・VTT久峨章義委員長から「世界ポ 

 リオデー」に向けてのお願いが届いています。 

 →宮原和広Ｒ財団委員長へお渡しします。 

②国際ロータリー第2720地区 坂口英雄ガバナー 

 補佐から「熊本第６グループＩＭ開催のご案 

 内」が届いています。 

 日 時：平成26年11月22日（土） 

     13:30受付 点鐘14:00～ 

 場 所：ホテルサン人吉 

  講 演：地区職業奉仕 前田 眞実部門長 

  演 題：「職業奉仕を考える」 

 グループ討議、全体会議後、懇親会が18:00～ 

 クラブ負担金2,000円×全会員数、IM登録料は懇 

 親会を含み3,000円です。 

③熊本県青少年育成県民会議会長から「平成26年 

 度熊本県青少年健全育成県民フォーラム」の開 

 催についてお知らせと参加依頼が届いていま 

 す。 

  日 時：平成26年11月30日(日) 

     午後1時30分から午後3時40分まで 

  場所：熊本県庁地下大会議室 

  →本田青少年育成 委員会委員長へ 

④人吉ロータリークラブ夫人の集いについて、    

 鳥井会長夫人鳥井佐智子様より夫人の集いの日 

 程のお知らせが届きました 

  日 時：11月27日（木）11:30～13:30迄 

  場 所：清流山水花あゆの里４階です。 

  改めてご案内いたします。 
 
【回覧物】 

①国際ロータリー第2720地区ガバナー事務所より 

 地区大会のチラシが届いています。 

  日 時：2015年3月21日(土)～22日(日) 

  場 所：IICHIKO総合文化センターです。 

②指宿ＲＣから週報が届いています。 

③公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハ 

 イライト米山１７５号が届いています。 

④熊本県共同募金会人吉市支会より平成26年度共 

 同募金「職域募金」の協力依頼が届いていま 

 す。→片岡社会奉仕委員長にお渡しします。 

【例会変更及び取り止め】 

①指宿ＲＣから10月21日(火)の例会は｢スポーツ例 

 会」のため 

  日 時:10月21日(火)18：30～ 

    場 所: 指宿市総合体育館 

                                         

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】     委員長 中島博之 

 先ほど幹事報告でお聞き頂いたように、｢韓国慶

山ロータリークラブ創立４０周年記念式典」の話

が入ってきました。ただ、式典の日程は慶山クラ

ブからの連絡を待っている状況です。１月開催だ

ろうとのことですが、日程がはっきりしましたら

皆様方にご案内します。多くの参加をどうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

【お知らせ】    

  映画【天心の譜】上映会(延期)について         

                  実行委員長 

                           延岡研一会員 

 10月13日(月)に実施予定でした映画『天心の

譜』上映を台風のため延期させていただきまし

た。11月16日(日)に上映します。券をお買い求め

頂いた方は上映会にお出で頂きたいと思います。

当日券もございますのでお時間のある方は是非参

加して頂ければと思います。宜しくお願いいたし

ます。 

＊届け出欠席 岩井・有馬・中村・中川・武末・尾上・堀川・上田 

       小林清・堤正・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾(本日出席)，赤池          

＊メークアップ  

  Ｒ研究会；中川   

  米山セミナー；鳥井・有馬 

  職業奉仕委員会家庭集会；山口・馴田・漆野・浦田 

  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会家庭集会；水野・本田・齊藤・延岡・葉山・戸高 

  地区ローターアクト年次大会；安達 

  青少年育成・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会合同家庭集会；馬場・堤脩・宮山              

本日の出席率 

会   員   数   63名   81.03% 

出 席 免 除  6名 1 0 / 3 出席率 70.18％ 

欠 席 者 数 11名 補  填  数 17名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 



【社会奉仕委員会】    委員長 片岡啓一 

   

  人吉ロータリークラブ奨学金制度について 

 

①.奨学金制度の要項説明  

  ・設立趣旨、目的について 

  ・奨学金の支給額、対象学生の資格   

  ・選考基準、申請方法、推薦、選考について   

  ・本クラブの長期継続事業として  

  ・資金の確保  

   ・支給方法について     

   ・今後の運営について 

 

  人吉ロータリークラブ奨学金制度規則（案） 

（目 的） 

第1条「ロータリーの奉仕の精神」に基づき、 

  地域社会の教育振興の一助として役立てる。                         

（名 称） 

第2条 名称は「人吉ロータリークラブ奨学金」と 

    する。 

（対象学生） 

第3条 熊本県立人吉高等学校、熊本県立球磨工業 

       高等学校在学の２年生及び３年生 

      （年間６名以内） 

（選考基準） 

第4条 人物、成績共に優れた学生で、母子・父子 

       家庭、病気や不慮の災害などのため学資負 

       担が困難な家庭の学生 

（推 薦） 

第5条 学校長の推薦を受け、人吉ロータリークラ 

       ブの理事会で審査選考を行う。採否の決定 

       後、学校長へ連絡する。 

（奨学金の申請） 

第6条 所定の申請書に記入の上、作文（題 「私 

       の将来の夢」）を添えて期間内に学校長に 

       提出する。 

（申請及び推薦期間） 

第7条 毎年１２月３１日までに申請をし、翌年１ 

       月１５日までに推薦をする。   

（支給金額及び支給方法） 

第8条 高等学校在学中に限り、月額10,000円を３ 

       カ月毎に支給する。ただし、留学中、休学 

       中などは支給しない。 

（奨学金の返還） 

第9条 本制度により支給する奨学金は、返還する 

       必要はない。 

第10条 この規則は、平成２６年１１月１日より 

        施行する。 

        ただし、本制度及び規則は５年毎に見直 

        し、必要に応じて改正を行う。 

 

②.質疑応答 

  

 

【米山記念奨学委員会】 

 

      

     

    

米山奨学生紹介     宮原正名カウンセラー 

 

 

 

  

 

 

 

 皆様こんにちは。李君のカウンセラーを仰せつ

かっております人吉中央ＲＣの宮原と申します。  

 世話クラブは初めての経験でありまして、伊久

美理事には最初から色々とお教え頂きました。 

大変感謝しております。 

 李君は日本に来て６年目、日本語専門学校へ２

年間、そして現在は崇城大学の４年生です。選考

は応用微生物工学科、細かな研究をしておりま

す。そういった忙しい中、人吉中央ＲＣの例会へ

毎月来てくれています。家族納涼家族会や花火大

会にも参加をしメンバーとの交流を深め仲良く

なっています。 

 卓話は、西稜ＲＣ、多良木ＲＣ、そして本日の

人吉ＲＣで３回目になります。李君にこのような

機会を与えて頂きありがとうございます。大きな

クラブなので緊張しているようですが宜しくお願

いいたします。 

 

 

 米山奨学生の李秋実です。 

 今年米山奨学生に選ばれ、4月か

らいろんな活動に参加させて頂きま

した。経済的な支援はもちろん、学

校で経験できないこともたくさん身

につけて、ほんとにありがとうございます。私は6

年前に中国の徐州市から来日しました。現在崇城

大学生物生命学部応用微生物工学科の4年生です。

2009年に熊本工業専門学校に入学、2年間の日本語

を勉強しました。その後、生物関係を勉強するた

めに崇城大学に入学しました。 

 

私の故郷 

 私の故郷は徐州という中国江蘇省北西部の都市

であります。徐州は、元来は山東省南東部と江蘇

省の長江以北の地域を指した漢代の地方区分の名

称でありました。古称は彭城（ほうじょう）とも

称します。市域内の沛県は劉邦の故郷であるほ

か、彭城は項羽の都となっていた。徐州は2600年

に及ぶ悠久の歴史を有するため、歴史的な意味が

持っています。さらに、徐州は位置的に山東省、

江蘇省、河南省、安徽省の四つの省に接している

米山奨学生招待卓話 



ため、古代より各地の軍勢が争奪する地であり、

各地の商人が集まる地でもあります。この古き、

歴史感のある徐州はずっと私の誇りでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究の紹介と将来の計画 

 研究については私の所属は応用微生物工学科の

ため、微生物の基礎知識、生物有機化学、生物化

学などを3年間を勉強しました。4年生から研究室

に配属され、現在は主にカビの細胞壁生合成に関

する糖転移酵素を研究しています。微生物の利用

は食品や環境に関わるというイメージが強いです

が、人類は微生物に対して未知の部分が多く、遺

伝子から機能解析は基礎研究として欠かせないも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の夢や目標 

 私の夢は科学研究者として自分の研究分野で活

躍することです。科学は社会、国、人類を支えて

いるものであり、進歩の証です。知らないことを

知ろうと思うのが人類の本能だと思います。私は

幼い頃から物知りの人に憧れ、自分もなりたいと

思いました。 

 昔から自分と違う生き物に疑問があるため、学

校でずっと生物をメインで勉強してきました。 

 大学に入って、普段目で直接見えない微生物に

興味があり、その微生物のことを研究しようと思

いました。自分の趣味を仕事としてすることがベ

ストなので、後は諦めずにやり続けることです。

学生時代に一人前の研究者になることが現在の目

標です 

 

 本日の卓話はここまでです。皆さんが聞きたい

こと質問などがありましたらぜひ聞いてくださ

い。以上です。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 平田フク 

・伊久美会員 米山奨学生の李秋実君の来訪を歓 

 迎いたします。彼は非常に明るい性格で好青年 

 です。出来たら日本人になって欲しい位です。 

                     

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 同上            

・鳥井会長 李秋実米山奨学生さん、卓話有りが 

 とうございました。しっかり勉強されて中国と 

 日本の懸け橋となってがんばってください。 

                     

・葉山会員 米山奨学生李秋実君、卓話ありがと 

 うございました。また、宮原カウンセラーお世 

 話になりました。            

・井手会員 米山奨学生李秋実君、ホストの人吉 

 中央ＲＣ宮原正名さん、本日の卓話ありがとう 

 ございました。             

   

            点 鐘  鳥井正徳会長     

徐州 

徐州駅 

徐州博物館 

大学の実験室（危険） 

麹カビとその仲間について


