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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 後藤竜一ＳＡＡ委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  本田 節 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国際ロータリー第２７２０地区 

          米山記念奨学生  李 玉蘭さん 
 
   熊本中央ＲＣ会員.カウンセラー 丹後 秀庸 様 

       〃      直前会長  長田 浩志 様  

      

 

    会長 本田 節 
 
 10月は米山月間というこ

とで、ご来訪者として熊本

中央ロータリークラブカウ

ンセラー丹後秀庸様、長田

浩志様、米山奨学生として
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告 

      田中賢治後援会より案内 

Ｐ３    会務報告、結婚誕生祝い 

Ｐ３～４  米山奨学生招待卓話 李玉蘭さん 

      ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

電気電子工学科 李玉蘭さんをお迎えいたしま

した。大変お忙しい中においでいただき感謝申

し上げます。 

 本日は、李玉蘭さんの卓話を通し、米山記念

奨学活動への理解を深め会員皆様が自主的にご

協力頂けるよう宜しくお願いいたします。 

 後ほど、有馬委員長からの詳しいお話があり

ますので、内容については割愛させていただき

ます。 

 いよいよ、10月に入りまして人吉球磨の恒例

の国宝青井阿蘇神社おくんち祭が、３日の鎮火

祭からスタートしております。明日８日は球磨

神楽の奉納があり、この地域独特の長い歴史育

まれた伝統文化やしきたりが大切に今に息づい

ている事は、私達の誇りでもあります。メイン

の神幸式では獅子、御神宝、神輿などの行列が

市内を練り歩く賑やかな祭で、私の小さい頃に

は、お旅所ではサーカス、見せ物小屋が立ち並

び大変な賑わいがあった事を思い出します。今

年で1210回目を迎えるというこの地域の宝であ

ります。この物語が日本遺産に認定された大き

な要因でもありましょう。 

 ところで、今年のテーマを宮司福川義文氏は

“常”とされました。その主旨は「甚大な被害

をもたらした、まったく予期せぬ熊本地震、一

瞬にして日常の生活を奪われた被災地 長い道

のり、常に寄り添い続けることが最大の復興支

援だ。見慣れすぎてあたり前だったふる里の風

景 多少の不平不満は確かにあったけれども 

それぞれに、家には安らぎがあり つながりも

役割もあった。『日常のありがたいことでも、

慣れてくるとあたりまえになり、もっと慣れる

と不平がでる』修行中の神社で教わったそんな

言葉を、今あらためて思い出す。「常」の朝

夕、大切なのは謙虚な祈りと感謝のまこと。

『今日も一日、良き日でありますように』『今

日も一日、ありがとうございました』と。」と

結ばれております。改めて当たり前の暮らし、

健康であること、働けること、家族がいるこ

国 歌  「君が代」            

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 
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と、仲間がいることに感謝をし、日々を過ごし

ていきたいと思います。 

 最後に、10月５日のノーベル賞候補であった

人吉市出身で中川貴夫パスト会長や私の高校の

同級生である松村保広国立がん研究センター・

先端医療開発センター、新薬開発分野 分野長

松村保広君が候補としてノミネートされ、地元

において夢と希望と期待をもたらしてくれたこ

とを誇りに思います。残念ながら今回は受賞に

はなりませんでしたが、受賞まで毎年発表の日

は当ひまわり亭に集まり、応援していこうとい

うことになりました。次世代を担う子ども達に

も大きな弾みとなったのではなかろうかと思い

ます。まさに米山記念奨学委員会が目指すべ

き、国際社会で活躍する人材育成の重要さを改

めて感じました。 

 本日、卓話をお願いしております、李玉蘭さ

んも将来母国中国と日本との架け橋になって国

際社会で活躍されることを、心から願っており

ます。本日は宜しくお願いいたします。 

 

   幹事 葉山稔洋 

 

【理事会の承認事項】 

1号議案 安方会員退会による会計選任の件→ 

 安方会員後任の宮﨑智弘会員を選任 

2号議案 60周年記念式典案内キャラバン参加の 

 件→会員は一回以上の参加をする  

3号議案 60周年キャラバンに使用する横断幕の 

 予算を承認  

4号議案「田中賢治チェロ名曲コンサート」後援 

 依頼の件→ 名義後援の承認 

   

【連絡事項】 

・玉名RC50周年、熊本りんどうRC10周年登録の 

 確認 

・2016年10月のロータリーレートは１ドル102円 

・熊本県広告景観向上推進協議会より総会議案 

 に対する意見書提出の依頼（本田会長へ） 

・人吉市青少年育成市民会議よりおくんち祭り 

 街頭パトロール協力の依頼（青少年育成委員 

 会へ） 

・人吉市共同募金委員会より赤い羽根共同募金 

 の協力依頼（SAAへ） 

・人吉市社会福祉協議会より歳末助け合い演芸 

 会の入場券（千円）購入の依頼（SAAへ） 

・第2720地区より「世界ポリオデー」(10/24） 

 の啓発運動の呼びかけ、関連イベントの情報 

 提供依頼（本田会長へ） 

・10月22日人吉球磨総合美展開会式テープカッ 

 ト、交流会の案内（本田会長へ） 

・10月26日第43回人吉文化祭前夜祭の案内（本 

 田会長へ） 

・８月開催の球磨川音楽祭に際してのお礼届く 

・大口ＲＣ創立40周年記念誌完成、参加７名へ 

・人吉医療センターから広報誌「翔」（回覧） 

・ＩＭ参加記念品（全会員へ配布） 

・2016～17年度米山豆辞典（ロータリー米山記 

 念奨学会より、全会員へ配布） 

・日田中央ＲＣ40周年記念式典・祝賀会は11月 

 18日(金)マリエールオークパイン日田で。出 

 席者は６名（延岡、井手、片岡、中川、水 

 野、安達） 

【例会変更】（掲示板） 

・熊本西ＲＣ10月18日を20日へ；熊本第４グ 

 ループＩＭへ変更 

・熊本グリーンＲＣ10月17日；観月例会 

・熊本江南ＲＣ10月12日を16日 新会員歓迎会 

  

 

  委員長 内藤靖雄 

 ＜田中賢治チェロ名曲コンサートX＞告知 
 
                   友永和宏 会員 

           後援会事務局 北崎様 
     
 ７月にご逝去されました田中賢治後援会会

長の前田保氏を偲んで、10月27日(木)午後７

時より田中賢治チェロ名曲コンサートが人吉

カルチャーパレス小ホールで行われます。前

田さんを偲ぶチェロコンサートへぜひご来場

下さいますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 主催/ 田中賢治後援会 

 後援/ 人吉商工会議

所･人吉ライオンズクラ

ブ･人吉ロータリークラ

ブ･人吉中央ロータリー

クラブ 

 

 

 

 

 

＊届け出欠席  

   片岡・堀川・和田・竹長・下田・大野・大久保・宮原 

   中村・堤正・田上・尾上         

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ；ＩＭ 9/24；岩下・浅野・堤正・戸髙・葉山 

              川越・伊久美     

会   員   数   64名 本日の出席率 

出 席 免 除 5名  79.66％ 

欠 席 者 数 12名  9 / 2 3 出 席 率 72.41％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数    7名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  84.48％ 



 3 

 

 

【親睦委員会】    ゴルフ愛好会 北昌二郎 

  10月の会は恒例の遠征になります。 

   開催日；平成２８年１０月２３日(日）   

    場  所；小川ワールドカントリー倶楽部   

     スタート；９時３７分  

   現地集合時間；９時００分  

     各人乗り合わせでお願いいたします。 

 

            委員長 青木一幸 

 

【米山記念奨学委員会】 

 

 

 

 

       

       米山記念奨学委員長 有馬宏昭 
 

 皆さんこんにちは。米山記

念奨学委員長の有馬宏昭で

す。ご案内の通り10月は米山

月間です。米山記念奨学会の

目的を人吉ＲＣの皆さんにご

理解いただくためには、米山

奨学生の卓話を聞くことが一

番と、2720地区の米山資金推進委員会に申込し

ました。一番早く依頼しましたので、本日、奨

学生の中で一番優秀な李玉蘭さんにおいでいた

だきました。 

 本日は、世話クラブであります熊本中央ＲＣ

カウンセラーの丹後秀庸様、直前会長でありか

つ昨年度カウンセラーを務められた長田浩志様

に同行いただきました。ご多用の中、また遠路

足を運んでいただき、有難うございます。 

 李さんは、熊本大学工学部情報電気電子工学

科修士課程の２年生です。大学のホームページ

を見ました。とても興味ある研究テーマでした

が、私は無案内で説明できません。卓話をご期

待ください。 

 それでは早速、李業蘭さんのカウンセラー 

丹後 秀庸様にご紹介をお願いいたします。 

丹後様よろしくお願いいたします。 

 

ご挨拶           世話クラブ 熊本中央ＲＣ 

        

    

       

 

 

 

 

 

 カウンセラー丹後秀庸 様 直前会長 長田浩志 様           

 

 

       米山奨学生になって 

 

         米山記念奨学生 李玉蘭さん  

 今回の卓話に招待してくださってありがとう

ございます。卓話の始めにまずロータリー米山

奨学生になった感想について述べたいです。 

 三つのキーワードでまとめました。 

 一つ目のキーワードは幸運です。私はロータ

リー米山奨学生になって非常に幸運だと思って

います。高額の奨学金をもらえるだけでなく、

最も重要なのは月２回くらいの例会に参加する

ことで、たくさんのロータリーアンに接するこ

とができ、人生や日本の文化と習慣についてい

ろんな話を聞かせていただくことができまし

た。 

 二つ目のキーワードは感謝です。私はロータ

リー米山奨学会のカウンセラー制度にすごく感

謝しております。日本に来て自分の両親と同年

代の方に会う機会がなかなかなかったのです

が、米山奨学生になって、お世話を見てくださ

るカウンセラーさんに出会って、日本で親戚が

できたような気持ちです。指導教員にはなかな

か言えないプライベートな話や、困ったこと、

悩み事を聞いてくれたり、適切なアドバイスを

してくれたりして、非常にありがたいと思って

います。 

 三つ目のキーワードは抱負です。私は米山奨

学生になって非常に誇りに思っており、私たち

を信じて、サポートしてくださるロータリーア

ンの期待を裏切らないように、中国と日本の架

け橋になって、両国の友好関係のために頑張り

１０月の結婚記念祝い１０月の結婚記念祝い  

3日 和田栄司 10日 宮﨑智弘 

13日 石蔵尚之 15日 板井英朗 

15日 川越公弘 17日 中島博之 

21日 後藤竜一 26日 岩下幸司 

１０月の誕生祝い１０月の誕生祝い  

11日 小林祐介 14日 漆野智康 

20日 和田栄司 30日 浅野 強 

  

米山奨学生招待卓話米山奨学生招待卓話  
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たいと思います。 

 私は外国語学校で日本語教授をしている叔父

さんの勧めで、中学校から日本語を勉強し始め

ました。日本語力を向上させるために、日本の

アニメーションやドラマを見てきました。その

うち、日本に対する憧れを持つようになり、い

つか絶対日本に行ってみようと思っていまし

た。2010年9月に中国の山東大学へ入学して、

電子情報工学科で勉強していくうち、立派な技

術者になることが将来の夢になり、モノづくり

の大国である日本で最先端の理論と技術を学び

たいという気持ちがどんどん強くなりました。

そして、大学二年生のとき、熊本大学への編入

学のチャンスがあって積極的に応募しました。

その結果中国の大学から推薦され、2012年10月

に熊本大学工学部情報電気電子工学科二年後期

に編入学しました。 

 日本へ来てもう４年といった時間が経ちまし

た。この４年間の異国の一人暮らしを通じて、

独立心を持つことができ、異文化理解力が高く

なりました。また、たくさんの良い人に出会

い、いろんな人生体験をして、非常に貴重な留

学経験となりました。 

 次は研究内容について紹介していただきま

す。私の研究テーマは「高電界パルスによって

誘導される細胞内Ca2+濃度増加の機序解析」で

す。研究内容を簡単に言うと、高電界パルスと

いう瞬間的に発生する大電力を用いてがん治療

の基礎研究を行っています。Ca2+は人体内でセ

カンドメッセンジャーと呼ばれており、様々な

細胞反応に関与しています。現在、高電界パル

スによるCa2+導入を利用した新しいがん治療法

の臨床研究が欧米で進められています。様々な

報告によると、高電界パルスによる細胞内Ca2+

濃度上昇が細胞死を誘導できることを示唆して

いますが、その詳細なメカニズムがわかってい

ません。そこで、私の研究の目的はそのメカニ

ズムを解明することです。 

 私は将来、国際的に活躍できる立派な技術者

になりたいと思って、家族と相談してモノづく

り大国である日本で就職することにしました。

数ヶ月の就職活動を経て、今年の８月に日本の

総合素材メーカーである三菱マテリアル株式会

社から技術職で内々定を頂きました。入社後、

私は日本と中国の架け橋になって、日本と中国

の技術交流、ビジネス交流に力を込めていきた

いと思っています。入社にあたって、まだ不安

が大きいですが、カウンセラーさんに社会生

活、社会人としてのマナーなどについて色々と

話を聞かせて頂けると思います。就職したら、

熊本を離れますが、この縁をずっと続けていき

たいです。 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 竹長一幸 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・熊本中央ＲＣ 丹後会員・長田会員 本日は 

  米山奨学生の李玉蘭さんを連れて参りまし 

 た。後半の30分間宜しくお願い致します。 

                    

・延岡会員 李さん、ようこそ人吉へ、中国と 

 日本の懸け橋になって下さい。今後の活躍に 

 期待していますよ。          

・浅野会員 67回目の誕生祝いありがとうござ 

 います。               

・漆野会員 誕生祝いありがとうございます。 

                    

・小林祐介会員 誕生祝いありがとうございま 

 す。早退します。           

〈Ｒ財団委員会〉 

・友永会員 田中賢治コンサートのご参加をお 

 願いします。             

〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会長 本日の三名の皆様のご来訪ありが 

 とうございます。また、卓話をお願い致しま 

 した李玉蘭さん素晴らしいお話をありがとう 

 ございました。            

・葉山幹事 熊本中央ＲＣカウンセラー丹後 

 様、長田直前会長の来訪を記念して。また、 

 奨学生李玉蘭さんの日本と母国の懸け橋と 

 なって活躍されることを期待してカードを出 

 します。               

・有馬会員（米山委員長） 李玉蘭さん貴重な 

 お話ありがとうございます。同行いただいた 

 熊本中央ＲＣカウンセラー丹後秀庸様、直前 

 会長 長田浩志様のご来訪感謝申し上げます。 

                    

・中川会員 李さんようこそ人吉ＲＣにお越し 

 戴きありがとうございます。また、熊本中央 

 ＲＣカウンセラー丹後様、長田様、ようこそ 

 おいで戴きありがとうございます。   

・渡辺会員 李さん、米山卓話ありがとうござ 

 いました。              

・井手会員 米山奨学生 李玉蘭さん、本日の卓 

 話ありがとうございました。就職決まってお 

 めでとう！社会に貢献できる技術者になって 

 下さい。               

・伊久美会員 米山奨学会へ特別寄付をしま 

 す。                 

・平田会員 毎例会の米山奨学会の寄付をしま 

 す。                 

・浅野会員 ニコニコカードと同文    

・延岡会員 ニコニコカードと同文    

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・浅野会員 ニコニコカードと同文    

・漆野会員 ニコニコカードと同文     

    

     点 鐘  本田 節 会長 


