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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 和田栄司副委員長 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 
 
司会･進行   宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介  延岡研一会長   
              
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2530地区南相馬ＲＣ  宮城 住夫  様 
 
〃   第2720地区 米山記念奨学生   陳  セイさん 

   熊本西稜ＲＣ会員.カウンセラー  山角 智秀 様 
   
 

   会長 延岡研一 
 

  先週のお月見例会、夜例会ではありましたが、

多くの会員に出席頂きありがとうございました。

なんとかお月様も顔を出してくれましたし、本田

副会長にはとても美味しい料理でのおもてなし感

謝します。 

 今日はお二人のゲストにお話しして頂きますの

で、会長の時間は割愛します。 

 今月は、米山月間です。７月の例会で一度おい

で頂いた陳セイさんに本日は米山卓話をお願いし

ております。 

 また、南相馬ＲＣの宮城様には、東日本大震災

の義捐金へのお礼という事で、わざわざおいで頂

いております。最初に宮城様に復興状況等も交え

てお話しいただき、その後、陳セイさんのお話を

聞きたいと思います。 

 

     幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】 

１号議案 野田ｶﾞﾊﾞﾅｰより鬼怒川水害義捐金お 

  願いの件(１クラブ１万円以上の要請) 

 １万円（特別会計の予備費）から支出 

２号議案 11/1「人吉RC杯知的障がい者陸上 

 競技大会」参加をメークアップとする 

３号議案 11/20早朝例会はAM6:30～7:00までを  

  清掃7:00～例会、場所は人吉城歴史館庭園内 

４号議案 RI2720地区第6ｸﾞﾙｰﾌﾟIM登録料の件  

 芦北RC案内文書1名2,000円の全員登録を承認 

【連絡事項】 

・明後日の別府北RC創立50周年記念式典へのバ 

 スご利用の方は朝7:15中林町つばめバス車庫 

 へお集まり下さい。 

・クラブ活動方針「栞」正誤表配布します。 

 ご不明な点は幹事まで。 

・Ｒ情報委員会より、入会3年未満の会員へ 

 「第6ｸﾞﾙｰﾌﾟ新会員のための情報集会」案内と 

 アンケートの依頼、パスト会長へのアンケー 

 ト依頼を本日お渡しします。回答期限は共に 

 10月16日。ご不明な点は幹事まで。 

・米山月間資料が届きました。山賀委員長へ 

【例会の変更・取り止め】 
熊本東RC10/6→10/3 18:30～親睦例会の為 
                廣徳寺にて 
熊本中央RC10/23→午前7:45～ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ例会 
        グランドチャンピオンGCにて 
熊本江南RC10/16→18:30～お月見例会の為 
    熊本市佐土原「マリーゴールド」にて 

 

     委員長 漆野智康 

 

 

 

 

 

 

 

通算２８６３回 第13例会 

 ２０１５年１０月２日 

   毎週金曜日 

 

 

 

     

会長の時間・ 幹事報告  P１  

 出席率報告・結婚誕生祝・来訪者挨拶 P1～2 

 米山記念奨学生（陳ｾｲさん）招待卓話  P2～４ 

 東日本大震災の原発事故について（延岡会長） 

 ニコニコ箱.Ｒ財.米山カード  Ｐ6 

本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

本日の出席率 

会   員   数   63名   76.27% 

出 席 免 除  4名 9 / 1 8 出 席 率 73.77% 

欠 席 者 数 15名 補 填 数     14名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 石蔵・新堀・岩本・堀川・武末・中島・安方 

       安達・北・山口・中村・片岡・中川・岩井・外山  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山(出席）, 釜田          

＊メークアップ  

 人吉RAC例会；平田・伊久美・水野・武末・安方 

 Ｒ情報委員会家庭集会；宮山・中川・浅野・鳥井・片岡 

 社会奉仕委員会家庭集会；中川・和田・石蔵・新堀 
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【親睦委員会】    委員長 原田知一郎 

  

【来訪者紹介】         宮原和広会員      

 南相馬ＲＣ宮城住夫会員のご挨拶

前に私の方から南相馬ＲＣと当クラ

ブの関係を少しお話しします。             

 平成23年３月11日、東日本大震災

が私の前年度（中川年度）の時発生

しました。私が会長に就任しまして人吉ロータ

リークラブで支援できる事業はないかということ

で水野社会奉仕委員長（現幹事）に協力依頼致し

ました。 

 その結果、東日本復興支援・人吉球磨観光カレ

ンダー事業に7月より取組み、皆様のご協力のお

陰で11月に目標の7000部を達成し82万7307円の益

金を得ることができました。そして、支援地区を

模索しておりましたところ、人吉市が南相馬地区

に災害派遣している情報を聞き、さっそく2530地

区のガバナー事務局に連絡をとり、相双分区ガバ

ナー補佐の酒井様を紹介していただきました。そ

の後は酒井様にお願いをしまして、後日、義捐金

の贈呈先は福島県立小高工業高校に決まり、授業

に必要な教材等に使わせて頂きますと連絡があり

ました。贈呈式の案内を頂きましたが、私も水野

委員長も日程調整がつかずやむなく欠席しまし

た。後日クラブへ感謝状が届きました。以上が復

興支援事業の経緯、南相馬ＲＣとの繋がりになり

ます。本日は宮城様のご来訪を心より感謝申し上

げます。 

 

【来訪者挨拶】   南相馬ＲＣ  宮城住夫会員 

  皆さん今日は私は国際ロータリー2530地区南相

馬ロータリークラブからメークアップに来ました

宮城住夫です。私の職業はプレス加工です。東日

本大震災、大津波、福島第一原発から４年半が過

ぎました。人吉ロータリークラブの皆様には現在

仮設校舎で学ぶ小高工業高校のために不足してい

る機械設備の買い入れ資金を支援して頂きまし

た。また、熊本県にも福島県から避難して生活

をしている人達がいると思います。今回は熊本

県の皆様、そして人吉ロータリークラブの皆様

から心温まる応援、支援に感謝申し上げたく訪

問致しました。 

 南相馬市は原町区、小高区、鹿島区がありま

す。人口は71,000人いましたが現在の人口は

60,000人です。福島第一原発から小高区は10キ

ロ～20キロに位置しており全員が避難区域に

なっております。帰還は16年4月の予定です。原

町区は準備避難区域でしたが今は一部を除いて

普通の生活をしています。鹿島区は30キロ圏外

で普通の生活をしています。地震、大津波によ

る南相馬市の犠牲者は１千人以上でした。遺児

は59人、孤児は4人と痛ましいことです。当クラ

ブの会員のなかでも１人は家を喪失また1人は

父、母、姉を失っております。大津波による多

大な被害を受けています。 

  現在までの復興ですが、瓦礫の撤去、上下水

道の補修、倒壊家屋の撤去作業はほぼ終了して

います。除染作業も進んでおります。 

 海岸線、護岸工事は３割程進んでおります。

交通網は六号線、常磐道が今年四月に開通しま

した。電車はバス輸送などで通勤、通学を支え

ています。今後、南相馬市がどの様に復興して

いくのかを是非とも見守って頂きたいと思いま

す。 

 人吉ロータリークラブは伝統あるクラブと聞

いております。南相馬ロータリークラブは９年

目をやっと迎えたところで

す。会員は２２名です。最

後に人吉ロータリークラブ

の益々の繁栄をお祈り申し

上げ私の挨拶とさせて頂き

ます。 

 

【米山記念奨学委員会】 

 

 

 

             委員長 山賀勝彦 

 本日は米山奨学生の陳さんと世話クラブ・熊

本西稜ＲＣの山角カウンセラーをお招き致しま

した。陳さんは７月に続き２回目の来訪です。

本日は、陳さんの事が色々と聞ける事と楽しみ

にしています。また、会員の皆さんには米山記

念奨学会に意識を向けていただく良い機会で

す。本日は、どうか米山委員会へ積極的な寄付

をお願いしたいと思います。それでは山角カウ

ンセラー・陳さん宜しくお願い致します。 

 

米山記念奨学生紹介      山角智秀カウンセラー 

              １０月の誕生祝い 

 小林 祐介会員    11日   漆野 智康会員   14日 

 和田 栄司会員    20日   浅野 強 会員   30日 

  

 

 

  

１０月の結婚祝い  

 和田 栄司会員    ３日    石蔵 尚之会員    13日 

 板井 英朗会員    15日  川越 公弘会員    15日 

 中島 博之会員    17日  

米山奨学生招待卓話 

  陳 セイ ＣＨＥＮ,ＪＩＮＧ さん 

   熊本大学 文化学専攻 

  博士課程 

   世話クラブ 熊本西稜ＲＣ 
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         米山記念奨学生 陳 セイさん 

 私はウーロン茶の名産地―中国

福建省出身です。気候がよく、果

物の種類が豊富な所です。福建省

の北部にある武夷山は岩石がピン

クで、風景は非常にきれいです。

福建省南部の土楼と共に、世界遺

産に登録されました。故郷の福州市は、現代的な

都市ですが、千年以上の歴史を持っているため、

多くの文化遺跡が残っていて、伝統的な雰囲気が

溢れています。 

 私は今熊本市の大江地域で一人暮らしの生活を

しています。普通は研究室で勉強していますが、

時に友達と一緒に旅行に行くことが好きです。運

動も大好きで、いつも大学の体育館でダンスをし

ています。 

 私の長所と言えば、他の人と違う意見を持って

いる時、相手の立場に立って物事を考えることが

できることです。相手の立場と利益から考えるこ

とができるから、人間関係をうまく作ることがで

き、周りの人と仲よく交流できます。団体協力の

中でも、他人とうまく助け合い、心を合わせて協

力することができます。私の短所と言えば、一般

社会に接する機会は少なく、社会を広く知らない

のが欠点かもしれません。私の専門が文学ですか

ら、社会の各方面に触れる必要があります。今

後、文学作品をより深く理解して、スムーズに研

究を進めるためにも、社会の各領域の人や物事に

触れ、見聞を広げたいと思います。 

 日本語を専門として選んだのは一つの偶然な

きっかけがあります。高校時代、私は中国の日中

友好協会が主催した交流会に参加しました。その

時、日中両国は昔の遣唐使、日宋貿易から、現代

の盛んな経済と文化の交流まで、緊密な交流関係

を持っていることを強く感じました。私もこのよ

うな交流活動のなかで、懸け橋の役割を担いたい

と思っておりました。日中友好交流に力を尽くし

ていきたいと考えておりました。それで、日本語

を専門として選びました。 

 私は大学の時から日本語が専門で、日本に留学

するのが私の夢でした。自分の目や肌で日本文化

を実感し、日本伝統的文学精神を深く理解したい

と思っていました。日本伝統の真髄はやはり日本

の現地で学ぶのが最もふさわしいです。日本の研

究者の観点と研究方法を学んで、研究をスムーズ

に進めるため、日本へ留学に来ました。日中両国

の文化交流の研究に全力を注いでいきたいと思い

ます。 

 熊本大学に入学してから、教員の方々から 

様々なご指導をしていただき、新たな視点から自

己の研究である比較文字について深く理解する機

会を得ました。学友たちと互いに切磋琢磨しなが

ら、毎日新しい発見と収穫を得ています。日本の

伝統的文化を体験したことがあるだけではなく、

現代の日本人の考え方や価値観もより一層深く理

解できます。勉強が忙しくとも、充実を感じてい

ます。今の勉強生活はきっと私の将来の研究に明

るい道を示すであろうと 信じています。私は今 

「日本江戸文学と中国明清小説」 について研究

をしています。将来は、日中交流に貢献するた

めに、自己の研究を役立てたいと思います。 

 私は研究に熱心で、研究能力を備えていると

信じています。これまで、「剣南文学」などの

刊行物に六本の論文を発表しました。去年の7月

に、私は和漢比較文学会の東京大会で論文を発

表しました。ロータリーよねやま奨学金をもら

う前に、私はずっとアルバイトをしていて、朝

早く起きて出勤しなければならなかったです。

いつも勉強時間が足りなくて、心配していまし

た。ロータリーよねやま奨学金をもらったら、

私は研究に専念することができて、きっとます

ます多くの研究成果を作り出すことができると

信じています。将来、きっとのロータリー奨学

財団の恩を忘れなくて、日中両国の友好交流の

架け橋になれるように、精一杯努力していきた

いと思います。 

 日本にきてから、日本のたくさんのいいとこ

ろに深い印象を持っています。例えばは整然と

している日本の社会秩序です。ささいなことで

もきちんとルールを守ります。たとえば、日本

のゴミ捨ては、ゴミを細かく分別してから捨て

ます。それは生活環境にも良いし、ゴミ回収の

効率を上げることができます。まず何により

も、些細なゴミ捨てにもルールを守るという社

会的な倫理観が、日本では確立しています。私

はこの点についてよい印象を持っています。 

 日中両国の交流の歴史は長く、今でも民間交

流が盛んに行われています。熊本大学に入学し

てから、私はきちんと勉強する同時に、様々な

社会活動にも参加しました。多様な日本語を身

につけることに励んでいるとともに、自分の目

や肌で日本文化を実感し、日本の伝統的な文化

を体験することができるだけではなく、現代の

日本人の考え方や価値観をも深く理解するよう

に努めています。 

 将来、日中交流に貢献するために、自分の研

究を役立たせたく、日本で日中関係や友好交流

に関する仕事に携わりたいと思います。卒業

後、私はできれば、日本の日中交流機関または

教育機関で働き、研究成果を現場に十分に生か

し、日中比較文学の教育と研究のために全力を

注いでいきたいです。日中関係に関する仕事に

しても、教育と研究の仕事にしても、私は日中

両国の友好交流に全力を尽していきたいと考え

ています。日本と中国の友好交流の架け橋にな

れたらよいと思います。 
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              会長 延岡研一 

 時間が余りましたので東日本大震災の原発事故

について少し話したいと思います。今年５月に福

島第一原発の南側に位置します富岡町の現状を見

に行く機会がありました。回覧している写真を見

ていただいていると思いますが。地元ボランティ

アの方にバスに同乗していただき、町内を見て

回ったのですが、除染作業者以外は本当に全く人

の姿がありませんでした。何の異臭もない建物も

そのままで、何の変りもしない街並みの中に人の

姿がない現実を目の当たりにし、そして家に帰り

たくても帰れない人達がどれほどいるのかと思う

と原発事故の恐ろしさを改めて痛感しました。 

 私自身、九州電力の仕事をさせていただいてお

り、原発の必要性については肯定的な考えを持っ

ています。川内原発１号機が再稼働し営業運転に

入りこれから順次稼働していくことになると思い

ますが、二度とこのような事故が起こらないよう

万全の対策を取っていただきたいと思います。被

災地はまだまだ復興の真っただ中です。皆様も是

非機会を作って出向いて行って現状を見て欲しい

と思います。 

 

【ニコニコ箱委員会】     委員長 永尾禎規   

・第2530地区南相馬ＲＣ宮城住夫会員 初めて 

 の訪問です。宜しくお願いします。         

・延岡会長 ○陳さん、学位取得に向けて頑 

 張って下さい。忙しい中お出でいただき卓話 

 本当にありがとうございました。○宮城様、 

 遠いところお出でいただき感謝します。復興 

 への道まだまだですが、力を合わせて頑張っ 

 て下さい。             

・齊藤会員 ゴルフに久しぶりに参加させてい 

 ただき、メンバーに恵まれて自己ベスト92で 

 準優勝をさせていただきました。小林先生、 

 延岡会長お世話になりました。岩本さんの御 

 指導をプレゼントボールのおかげです。今後 

 も楽しくゴルフができるように健康管理と練 

 習に励みます。ありがとうございました。 

                   

・漆野会員 誕生祝ありがとうございました。 

                   

・和田会員 早退します。ＳＡＡ後片付け宜し 

 くお願いします。          

【Ｒ財団委員会】 

・宮原会員 宮城様の来訪、感謝申し上げま 

 す。                

・延岡会長 同上           

・葉山会員 宮城様ありがとうございます。 

 我々の業界でもジョット宮城で支援を続けて 

 いることろです。          

【米山記念奨学委員会】 

・熊本西稜RC山角智秀カウンセラー 貴クラブ 

 へ2度目の訪問です。陳セイさんを宜しくお 

 願いします。            

・山賀会員 ○南相馬RC宮城様、本日は遠来の 

 ところようこそいらっしゃいました。九州の 

 初秋をお楽しみ下さいませ。○米山記念奨学 

 生の陳さん、カウンセラーの山角様、本日は 

 卓話ありがとうございました。博士課程頑 

 張って下さい。           

・伊久美会員 米山特別寄付を毎例会の通り行 

 います。              

・葉山会員 米山奨学生陳さん、流暢な日本語 

 で卓話ありがとうございました。山角カウン 

 セラーお世話になりました。     

・漆野会員 誕生祝ありがとうございました。 

                   

・齊藤会員 同上           

・延岡会長 同上            

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

・人吉ＲＣゴルフ愛好会 ショートホールでワ 

 ンオンできなかった方々の涙の寄附です。今 

 後もあまり腕を磨かないでご寄附宜しくお願 

 いします。             

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 
                     


