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第997回例会

平成22年10月21日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「特別養護老人ホーム（悠久の里）」
施設長 那須千代 氏

◎次回例会プログラム

ゲスト卓話「救急業務の現状について」
中津広域消防署副署長 相原一美 氏

前回
（996回例会）
の記録
平成22年10月14日（木）

■ゲスト
■出席報告
米山記念奨学生（タイ国） 会 員 数 25名
パニットナンタナクン・ナッタニットさん
免 除 者 数 ０名
米山記念奨学生カウンセラー
対 象 者 数 25名
中尾 誠氏（別府中央RC） 本日出席者 16名
欠 席 者 数 ９名
出 席 率 64.00%
■ビジター
間地建一君（中津中央RC）
◎ロータリーソング

我等の生業

◎会長の時間
会長 青木秀暢
先月９月11日になりますが、種子島宇宙
センターから衛星「みちびき」Ｈ２Ａロケッ
トが打ち上げられました。このロケットは、
カーナビなど広く利用されている衛星利用
測位システム（ＧＰＳ）の精度を１ｍ以下にする衛星を搭
載した物だそうです。ロケットは無事予定通りの軌道に入
り成功しました。今後、車の運転だけではなくいろんな事
にこの衛星が利用されるのではないかと推測されます。
今月に入りまして、日本人の学者２人がノーベル化学賞
を受賞されました。理系分野での日本人の優秀さを再認
識しました。
「科学」と言えば、当クラブ20周年記念事業「米村でん
じろう」先生の楽しかった公演を思い出します。ノーベル
賞を受賞されたお二人の研究についての新聞記事を拝見
しましたが、文科系人間の私には難しく、全く理解出来な
いものでした。しかし、少なくとも「ものづくり大国日本」

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
５名
メイクアップ
１名
欠
席
者
４名
修正出席率 80.00%→

84.00%

●メイクアップ
永松
（浩）
（中津中央RC）

●欠席者
川崎、出納、小野、松本
の誇りを取り戻す大いなる起爆剤になると確信しています。
暗いニュースが多い中、久しぶりの明るい話題です。今後
の日本に期待いたしましょう。
◎幹事報告
幹事 土居孝信
●例会変更 中津RC、
津久見RC→11/3（水）
法定休日のため休会
●週報受理 津久見、中津、加古川平成 各
RC
●報告事項
・ロータリアン誌回覧
・ガバナーエレクト事務所開設案内
・中津市生活安全推進協議会表彰規定に基く表彰候補推薦
依頼
・九州新幹線全線開業記念「ロータリークラブ320㎞車椅
子駅伝」記念キャップ販売協力依頼
・大貞八幡菊花展に対する表彰状依頼
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◎例会の食事メニュー
天丼定食

◎その他報告事項
・会計 永松（浩）会員
10月27日、会費の引き落としを行います。
◎委員会報告
・管理運営委員会 若松委員長
本日例会終了後に委員会を開催します。
・週報担当 二反田会員
ホームページ表紙に寿崎パストガバナーの新聞連載記
事「私を語る」46回を掲載しました。
◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
○梶屋会員（米山記念担当）
本日は、米山記念奨学生ナッタニットさん、カウンセラー
の中尾さん、お忙しい中を卓話をお願いしました。快くお引
き受け下さいましてありがとうございました。
○向笠会員
足の具合が悪く、皆様にご迷惑をおかけしています。来
週は九州医療センターへ年に一回の検査に行ってきます。
例会出席の方は、永松さんに車椅子を用意してもらってい
るので、何とか頑張って来たいと思っています。
○永松（達）会員
足の具合が思わしくない中、向笠会員の例会出席には感
謝いたします。会員の皆様方もお気づきの時は車椅子の用
意をお願いします。また。本日は卓話にタイ国からの学生
さんに来て頂き、ありがとうございます。私もタイは大好き
な国のひとつです。ナッタニットさんの今後の活躍に期待い
たします。
○土居幹事
先日、地方自治の政策会議に出席してまいりました。幼
稚園・保育園の一元化に関する内容でありましたが、省庁
の区割りや財源問題等前途は多難な模様です。このような
ことから先週は例会を欠席いたしましたが、当園の運動会
も終わり、一息をついていますが、まもなく園児の募集が
始まります。
○小路会員
中津医師会会報のリレー随筆で「中津の地域医療につ
いて」執筆いたしました。最近は高齢者の脊柱管狭窄症の
患者さんが大変増えています。皆さんお気を付けください。
◎ゲスト卓話
米山記念奨学生（タイ国）
パニットナンタナクン・ナッタニットさん
※卓話時のプレゼン資料を元に抜粋して掲載
●自己紹介
名 前：ナッタニット パニットナンタナクン
（Nattanit Panitnantanakul）
出 身：プランブリー、タイ（人口：73,634人）
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趣 味：Cooking、読書、映画
大 学：立命館アジア太平洋大学
学 部：アジア太平洋マネジメント（マーケティングに興味）
内定先：ユニクロ
家 族：父 ７年前に死亡、母 54歳 会社員、妹 20歳
大学生（アメリカに留学）
●Background
・1987年にバンコクに生まれ、６歳くらいにプランブ
リーという父の実家に引っ越しました。地元の学校の中
学校まで行って、高校はバンコクに移動し、ひとり暮ら
しを始めました。高校は言語；ドイツ語を選択。高校２
年はドイツに留学（2003-2004）16歳・Braunschweig
（ブラウンシュヴァイク）・ドイツ人と一緒に生活
・大学は海外に行きたい。奨学金を探しました。
・APU、奨学金が多い＋留学生のサポート。異文化環境に
興味がある。日本のモノづくりが好き
●日本の生活：１年生
課外活動
・大学の紹介
・自分の国の紹介
・地域の人との交流
●アルバイト
ゆめタウン--生肉のところ・東京の六本木にあるタイ料理レ
ストラン
●就職活動
・日本のモノづくりに興味があるから−＞メーカー、特に、
消費財のメーカー
・90％はAPUでOn Campus Recruitingに参加
・６月にユニクロから内定をもらいました。
（総合職：店長)
【就職活動から学んだこと】日本語・日本のマナー・日
本の社会文化
●残りの学生生活
・ユニクロの別府ゆめタウン店でアルバイト（袋ムキ・品
出し・清掃）
・日本語の勉強
・運転免許
・別府温泉ツアー
●夏休み
・
「アジア青年の家」のTutor 場所：沖縄
アジア青年の家というプログラムは？ ---アジア諸国の80人
の高校生が日本に来て、水問題、環境問題についてディス
カッションしたり、沖縄の人と交流したりするプログラムです。
【私の役割】学生たちの勉強をサポートするTutorでした。
10人のグループの担当
【大変だったこと】英語が苦手、自分の意見を言うのは恥
ずかしい、静か、Homesick、自己主張が強いなどの学生
が多く、グループディスカッションがうまくいかなかった。
【私がしたこと】一生懸命我慢しました。
●日本でのカルチャーショック
・本音とたてまえ 「今度食事に行きましょう」はお別れの
挨拶で期待してはいけない。
・元気のいい「いらっしゃいませ」 お店の掛け声に驚いた。
・丁寧なお釣りの返し方 タイではぶっきらぼうに返す。
・混浴のお風呂
・日本の女性はお酒が強い
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