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      2720地区 米山奨学生   翁 力棟 君 

    世話クラブ熊本東南RC 

        カウンセラー     山田 公也 様 

       （社）人吉温泉観光協会  若松 浩子 様 

           

      会長 有馬宏昭 

 

 今月は米山月間です。そこ

で、地区米山奨学生選考委員

長であり、熊本東南ロータ

リークラブカウンセラーの山

田公也様においでいただきま

した。米山奨学生は、熊本大

学 翁 力棟(りきとう)さんです。ご来訪あり

がとうございます。後ほど山田委員長にご紹介

をしていただいた後、翁さんに、卓話をお願い

しております。よろしくお願い申し上げます。 

 

 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー」 

会長の時間です。 

「ハチドリのひとしずく」と

いう本を二人の方から紹介い

ただきました。その経緯を含

め報告いたします。 

 先週10月6日土曜日、日田

ロータリークラブ創立５５周

年記念講演会、式典、祝宴に

出席いたしました。記念講演

は、医師の川原尚行先生 北九州小倉生まれ小倉

高校から九州大学医学部、医局に残り第二外科

から大学院に進みます。外務省から大使館の医

局員の要請があり、退職して大使館医局員兼外

務省二等書記官タンザニアに家族とともに移り

ます。1年の予定が3年半、学びを深めたいとロ

ンドン大学に留学しスーダンに派遣されます。 

 スーダンで日本と共同で作った病院に勤務。 

スーダンは、イギリスの植民地時代の分割統治

の影響で内戦が20年余り続きます。ウサーマ・

ビン・ラーディンが4年ほどスーダンに潜伏した

ため、テロ支援国家とみなされ外務省の書記官

ですので、医療支援ができなくなりました。目

の前に患者がいるのに、治療が禁止されます。   

 先生は悩みます。外務省の医務官年収は、

1,500万円。ラグビー部のマネージャーだった奥

様との間に３人の子供を抱えています。人生の

師と仰ぐ人に相談します「外務省を辞めたら、

収入がなくなります。家族がいるのに、カネが

ないと生きていけません」 

「そうかな？お前にとって大切なことは何か？

やらなければならないことは何か？それはカネ

があったらできることなのか？」 

 そして、ほどなく「外務省を辞めて、医療活

動を行おう」と決心します。奥様は子供たちの

教育と、生活費を稼ぐため長男12歳、長女10

歳、次女2歳を日本に連れ帰り、教職に戻りま



    幹事  新堀純子 

 

①配付資料 

・ロータリー米山記念奨学会より豆辞典 

・髙山ガバナーより月間通信 

②回覧 

・人吉医療センターより広報誌 

・玉名ＲＣ・指宿ＲＣより週報 

③掲示 

・赤い羽根共同募金のポスター 

先日のおくんち祭りでの赤い羽根募金の活動を

社会奉仕委員会の村田副委員長に出ていただき

ました。街頭での募金活動ありがとうございま

した。 

 

 

   委員長 馬氷愼哉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人吉ＲＡＣ】     幹事 久保山慧美 
 
・人吉RAC会員の現況報告 

・2019-2020年度地区ロータア 

 クト研修会ホストクラブ決定 

 の報告 

・11/10、11/11「ひとよし産業

祭」人吉RACフリーマーケットへの協力依頼 

 

 

す。 

 川原先生は一人で村々を回り訪問医療を始めま

す。病気の原因が、飲み水とわかれば、スーダン

の人々と共に井戸を掘り、自立した医療を目指

し、看護師が育つように女学校を作り、母子の健

康充実のための活動をしていきます。診療所設立

のために日本でNPO法人を設立。「ロシナンテ

ス」はドン・キホーテに出てくるロバの名前で

す。一人では無力ですが、ロシナンテが集まりロ

シナンテスになれば、力になると考えつけられた

名前です。 

 講演の最後にお話しなさったのは、川原先生を

全面的に支えた後輩の父親から言われた言葉でし

た。実は、今日今この時間、その方の葬儀があっ

ています。感慨深いとおしゃっていました」「先

生の活動は、ハチドリのひとしずくの本の通りで

すね」という言葉です。 

 この本「ハチドリのひとしずく」は、高校の同

級生 森 徳和弁護士が教えてくれ、購入しまし

た。私も自信を無くしそうな時に思い返していま

す。森弁護士は、面倒な高校の同級生の代表をや

り、自分がやるべきと思えばカネにならない仕事

もやります。私の親戚の相談にも乗ってくれまし

た。国を相手の裁判も担当いたしました。 
 

 
この物語は、南アメリカの先住民に伝わるお話で

す 

森が燃えていました 

森の生きものたちは 

われ先にと 

逃げていきました 

でもクリキンディという名の 

ハチドリだけは 

いったりきたり 

くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは 

火の上に落としていきます 

動物たちがそれを見て 

「そんなことをして いったい何になるんだ」 

といって笑います 

クリキンディはこう答えました 

「私は、私にできることをしているだけ」監修・

辻信一 光文社 

 

 最後に、本日お見えの山田公也委員長にお礼の

品をと申し上げましたら、お礼はいりません。 

１口でいいですので米山への寄付をお願いいたし

ます。寄付いただいた方の割合が 

増えた分、米山奨学生が増やせますとのことでし

た。 

ご協力をお願いし、会長の時間を終わります。 

 

 
 

会   員   数   64名  

出 席 免 除  2名  

欠 席 者 数 15名  9 / 2 8 例 会 61.90％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 1名   

0名 修 正 出 席 率 63.49％ 

＊届け出欠席   宮崎・石蔵・宮原・内藤・中村・丸尾・本田 

        岩下・渕田・大久保・尾上・漆野・村山・小林清 

        加登住   

＊出席免除会員  (b) 愛甲、有村 

＊メークアップ 9/29 次年度ガバナー補佐研修会；中川 

 ポール･ハリス･フェロー 



【人吉温泉観光協会】  事務局 若松浩子様 

 2019年版観光カレンダー「日本遺産～人吉球

磨～」の紹介と購入のお願い 

    

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】     委員長 竹長一幸 

 

 

【米山記念奨学委員会】  

 

    米山月間 

    米山奨学生（翁力棟君）招待卓話 

 

             委員長 浦田繁喜 

 １０月は米山月間となっていま

す。この月間に米山奨学生を招待

しまして卓話をお願いすることに

しています。 

 本日は、米山奨学生の翁力棟(ｵｳ

ﾘｷﾄｳ）君と、世話クラブ熊本東南ＲＣカウンセ

ラーであり、地区の米山奨学生選考委員長もして

おられる 山田公也様にご来訪頂きました。誠に

ありがとうございます。遠いところご苦労様で

す。本日は宜しくお願いいたします。 

 

 

          カウンセラー 山田公也様   

 本日はお招き頂きありがとうご

ざいます。熊本東南ＲＣでお世話

をさせて頂いております2720地区

米山奨学生 翁 力棟君を連れて参

りました。卓話の中で自己紹介が

あると思いますが、熊本大学薬学

部修士課程2年生です。４月から東京の製薬会社

に入社が決まっております。 

 私は地区の米山委員会に所属をしております。

10月は米山月間ということで、特別寄付をぜひお

願いしたいと思います。クラブの個人特別寄付の

割合で地区でお世話できる奨学生の数が決まりま

す。ご協力をお願いいたします。 

 本日はどうぞ宜しくお願いいたします。  

 

                

    熊本人吉ロータリークラブ卓話 

 

自己紹介 

翁力棟 (ｵｳﾘｷﾄｳ)  WENG LIDONG 

25歳 175cm  血液型B型 しし座 

出身地 中国浙江省舟山市 

中国 

 高校まで 

日本  

2012年4月～2013年3月 

 長崎総合科学大学別科日本語研修課程 

2013年4月～2017年3月 熊本大学薬学部 

2017年4月から 熊本大学薬学教育部  

 

日本留学の目的 

◎高校の親友が癌でなくしたことで命の儚さを感

じ、人の命に関わる仕事をしたいようになった

し、日本の医療レベルが高い 

◎中国とはまったく異なる文化や環境、言語の

中、誰も助けてくれる人がいない状況で、一から

ではなくゼロから努力することで、受身ではなく

自発的に行動する積極性を身につけたい 

 

米山奨学生になってから 

◎アルバイトしなくても金銭面的に安心し、学業

や就職活動に集中することができた 

◎ロータリークラブ独自の世話クラブとカウンセ

ラー制度による心の通った支援があり、社会人に

なる前に、早めに日本の社会文化（社会人の付き

合いやマナー）を体験させていただいた 

 

日本留学の成果 

◎自立性 

日本来る前に、ほぼ家事をやったことがなかった                               

→家事をやらないといけなくなった 

◎性格と考え方が変わった 

◎自ら挨拶をすることや積極的に人とコミュニ

ケーションを取ることで必要な情報を得て、多く

のことを切り開くことが可能である 

和田栄司会員   3日   宮崎智弘会員  10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 

平田フク会員  17日  後藤竜一会員  21日 

岩下幸司会員  26日  

   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

 



◎人と意見がぶつかった時には、すぐに相手の意

見を否定することや一方的に合わせることのでは

なく、相手の立場から言われたことを考えてみて

から、本当に正しいと思った方を選ぶ 

◎異文化に対する理解を深め、相手の違いを受け

入れ、多様性を認めます。国によってまた人に

よって話し方や習慣がそれぞれ異なります。 

 

残り半年学生生活の目標 

◎無事に熊本大学大学院から卒業すること 

◎ロータリーアンの皆さんと交流、様々なアドバ

イスを楽しみに(人生、学業、仕事) 

◎やりたいことをし、悔いのない日々を過ごす 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雑誌委員会】    

   

 ロータリーの友１０月号紹介 
 
       紹介者  

       板崎幸範副委員長 

横組み  

〇特集Ｐ7 歴史でつながる 

 明治150年を記念して 

 会津と薩摩 因縁を超えロータリーが結んだ縁 

 江戸から明治に元号が改元され150年、明治150   

 年にまつわるクラブ間交流や活動が紹介されて 

 います。（鹿児島中央ＲＣ） 

〇特集Ｐ18 米山月間 

 米山梅吉生誕150年記念 

 米山梅吉の伝記 アメリカでの8年 

〇CLUB INNOVATION Ｐ40 

 （アメリカ ラングホーンＲＣ） 

 会員が例会に出席できない課題 

 革新的な取り組みが載っています。 

縦組み 

〇シリーズクラブを訪ねてＰ9 

 例会を月2回にする決断（大阪堂島ＲＣ） 

 会員減少から存続をかけて増強委員会が例会を 

 月2回にすることを理事会に提案、創設以来31 

 年例会を一度も欠席したことのない100歳の藤 

 本会員が賛意を表し支持したという記事です。 

 以上です。 

 

 

 

 

 

 

【寄付カード】       片岡啓一委員       

〈ニコニコ箱委員会〉 

・熊本東南RC山田公也カウンセラー 本日は米 

 山奨学生翁力棟君の卓話で訪問致しました。 

 宜しくお願い申し上げます。     

・中川会員 米山奨学委員会カウンセラー山田 

 様、ようこそ人吉ＲＣにお越しいただきまし 

 た。お世話になります。       

・浅野会員 誕生祝ありがとうございます。 

                   

・和田会員 おくんち祭り陵和会50周年の人吉 

 新聞への掲載ありがとうございました。 

                   

・友永会員 手術のため早退します。  

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・中島会員 結婚祝ありがとうございました。 

 何年目か？今調べましたら満55年になってい 

 ました。              

・葉山会員 先日、全日本葬祭業協同組合安心 

 度調査で1386社の内、弊社を含む100社が3Ａ 

 を獲得しました。県内では２社受賞しまし 

 た。数名のロータリアンから言葉をかけて頂 

 きましたので寄付致します。     

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・浦田会員 翁力棟さん、カウンセラー熊本東 

 南ＲＣ山田公也様、御来訪ありがとうござい 

 ます。               

・有馬会長 〇久保山慧美さんお名前がすぐ出 

 ませんですみませんでした。失礼しました。 

 〇山田公也様、翁力棟さん、御来訪ありがと 

 うございます。           

・片岡会員 翁君の卓話、山田カウンセラーの 

 御来訪ありがとうございます。    

・浅野会員 米山奨学生 翁力棟さん、カウン 

 セラー山田さんの来訪に対して。   

・新堀幹事 翁力棟くんようこそ人吉ＲＣへ、 

 熊本東南ＲＣの山田様ご来訪ありがとうござ 

 いました。             

・延岡会員 米山奨学生翁君、カウンセラーの 

 山田様、ようこそおいで下さいました。来訪 

 を記念して米山に寄付します。    

・中島会員 Ｒ財団寄付カードと同文  

・葉山会員 Ｒ財団寄付カードと同文  

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・中島会員 Ｒ財団寄付カードと同文  

・葉山会員 Ｒ財団寄付カードと同文  

 

 


