
会長　中島　祥一君
安部新総理は、「美しい国 日本」をつく

る。まずは教育改革からと言っていますが、
約100年以上前にも教育の大きな変化があり
ました。福沢諭吉が慶応を、大隈重信が早
稲田（東京専門学校）を、共に東大批判
（加藤弘之批判）からつくりました。（大隈
重信は伊藤博文、岩倉具視権力闘争に負け
下野した。）
戦後60年かかって、少しずつ壊れてきた

戦後の教育環境を、どのように整理するの
でしょう。
我がクラブには、教育の専門家がたくさ

んいらっしゃいますので、このへんはお任
せするとしても、心優しく、たくましく、
親や子を大切にする人をつくってほしいと
思います。
日本人の美徳を保ちながら、魅力あふれる、
活力に満ちた国にする力が日本人にはありま
す。子どもたちの世代が自信と誇りを持てる
「美しい国 日本」とするため、挑戦をすると
安部総理はいっています。

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
2006年度米山奨学生
長崎県立大学　経済学研究科
産業経済　経済開発専攻　修士2年生
金
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君
○ビジター
佐世保東RC 市瀬久米嘉君
○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん
長崎国際大学RAC
山下　直美さん、屋敷　智恵さん

幹事　富永　雅弘君
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２．第2740地区　ガバナー 田口　　厚君
ガバナー公式訪問お礼状

３．地区月信担当 千田　宏一君
岩永　正人君

ガバナー公式訪問の原稿依頼
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佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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４．地区青少年交換委員会
委員長　瀬戸口智彦君

第2回オリエンテーションのご案内
日時／平成18年10月29日豸　

10:00～地区委員会
12:30～オリエンテーション

場所／ウエルサンピア伊万里

５．大村ロータリークラブ
幹事　辻　　義明君

事務局休暇のお知らせ
平成18年10月2日～13日

６．九州市長会 会長　伊藤　一長様
「道州制シンポジウムin長崎」への参加に
ついて（お願い）
日時／平成18年10月12日貅
会場／長崎県立総合体育館

７．聖和女子学院中学校高等学校
校長　服部　悦子様

「第25回チャリティーコンサート聖和音楽の
つどい」のご招待について
期日／平成18年10月20日貊 18:00～
会場／アルカスSASEBO

８．長崎県薬務行政室長
平成18年度麻薬・覚せい剤乱用防止運動

九州地区大会の開催について
日時／平成18年11月14日貂 開会13:30
場所／長崎市民会館　文化ホール

■世界社会奉仕委員会
委員長　田中丸善弥君

本日、例会終了後に台南RC姉
妹締結更新訪問団13名の方々と
の打ち合わせを行います。
また、来年4月にラホヤRC創

立60周年記念・姉妹締結更新訪問を予定して
おりますが、今日の時点で13名の方々の申し
込みを頂いております。参加ご希望の方は予
約の都合上、早めの申し込みをお願いします。

■ローターアクト委員会
委員長　新穂　博文君

長崎国際大学RAC
山下　直美さん、屋敷　智恵さん

10月1日に、四ヶ町親和
銀行前で行いましたバザ
ーでは、佐世保RCの皆様、
他RACの皆様、山田さん
のおかげで無事開催する事ができました。
皆様のたくさんのご協力で4万3千円の売り
上げを出すことができました。その売り上げ
は、これからの活動資金にあてさせて頂きま
す。本当にありがとうございました。
お知らせですが、10月14日に大学にて佐世
保RACと合同の公式訪問例会を行います。ま
た、来月11月4～5日には、大学にて大学祭を
行います。お時間に都合のつかれる方は是非
いらしてください。
ありがとうございました。

親睦活動委員会　有薗　良太君

佐世保東RC 市瀬久米嘉君
久し振りのメークアップです。お世話にな
ります。

中島　祥一会長、富永　雅弘幹事

円田　　昭君、木村　公康君、橘F 克和君

増本　一也君、米倉洋一郎君、山縣　義道君

遠田　公夫君、F田　俊夫君、古賀　　巖君

吉松　哲範君、円田　三郎君、藤井　　隆君

飯田　満治君、大神　邦明君、池田　　豊君

井手　孝邦君、西村正一郎君、中川内眞三君

森　　信正君、曽我　勝宣君、山下　　登君

川冨　正弘君、山本　　聡君、石井　正剛君

福田　金治君、安福鴻之助君、小川　　洋君

菅沼宏比古君、梅村　良輔君、三浦桂一郎君

中村　徳裕君、芹野　隆英君、新穂　博文君

有薗　良太君

九州文化学園バレーボール部の国体優勝お
めでとうございます。
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F口　純一君
保険金支払い洩れが多数発生し、ご迷惑を
おかけして申し訳ございません。業務停止に
ならない様、法令遵守徹底してまいります。

2006年度米山奨学生
長崎県立大学　経済学研究科
産業経済　経済開発専攻
修士2年生
金　斗　卿君

「韓国人の情緒」
【情】
１．物に感じて動く心の働き。感情。「憂国
の―」「好悪の―」「知―意」

２．他人に対する思いやりの気持ち。なさけ。
人情。「―の深い人」「―にもろい」

３．まごころ。誠意。
４．意地。
５．男女間の愛情。また、情欲。「夫婦の―」
「―を交わす」

６．事情。いきさつ。「―を明かす」
７．おもむき。味わい。趣味。

『恨』悲しみや辛さ、恨の心があれば、常に
その状態から抜け出るように努力を重
ねる。

『興』韓国人の奥深いところにあり、歓喜で
あり、その喜びはわれわれがある目的
を達成した時、努力の過程に対しての
感動である。

【恨】
朝鮮半島の民族は永い歴史の中で、常に周
辺の異民族に侵略されていた。自国に居なが
ら自分の居場所を見つけられなかったという
「所在の無さを嘆く」らしい。自分の夢を追
うことができないというはがゆさである。

現在では、この「恨の精神」が、音楽や演
劇などで芸術的な表現にも使われています。
ドラマ「冬のソナタ」でも、主演女優のチ
ェ・ジウがこの「恨の精神」で演技をしたと
コメントしているそうです。確かに韓国の俳
優、女優、歌手などが「悲哀」をテーマにし
たものを演じたり、歌ったりすると、魂に響
くものがあると。

うらみ〔恨み・怨み・憾み〕
１．他からの仕打ちを不満に思って憤り憎む
気持ち。怨恨（えんこん）。「あいつには
―がある」「―を晴らす」

２．（憾み）他と比べて不満に思われる点。
もの足りなく感じること。「技巧に走り
すぎた―がある」

３．残念に思う気持ち。心残り。未練。「―
の雨」「あの結果を―に思う」

４．悲しみ。嘆き。

韓国の文化を理解する上で大事な概念であ
る恨（ハン）についてですが、日本語の恨み
とは全く異なる概念の言葉です。「日本語は、
他に対する恨みであるが、ハンは自分への主
体的な恨だ」とある先輩が教えてくれました。
ある人が自分に対して害を与えたときに、そ
の人を恨む思いよりも、そうさせてしまった
自分を悔やみ、相手を
許し愛せないことに対
する心の痛みだと私は
考えます。
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卓　　話
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「日本相撲と韓国相撲から見た韓国人と日本
人の比較」―両国の相撲の歴史―
日韓相撲の比較
日韓両国の相撲の起源について別々に検討
したが、ここでは両方を比較したい。そもそ
も発生の違いについて、日本では神代からの
神話を含めて昔から文献をはじめとする資料
が残っている。しかし、韓国のシルムについ
ては、古い資料が殆どない上に、歴史がとて
も新しい競技だといえる。しかしながら、朝
鮮の旧民族としてのシルムは、旧暦の正月、
端午、百中（7月15日）、秋夕（8月15日）、な
どの節目の日に、娯楽として行われる習慣が
あった。年中行事の節目に相撲を行う点につ
いては日韓両国ともに似ているといえるので
はないだろうか。
ここでも日本は宮廷から始まっているのに
対して、韓国のシルムは庶民の間で広まって
いった。このあたりが日本と韓国の大きな違
いではないだろうか。2つとも起源は違えど
も、今現在の両競技内容からルール、格好ま
でとても似ている。私も初めてシルムを見た
とき、力士の頭に大銀杏がない、まわしの下
にパンツのようなものを履くか履かないか以
外、とても似ていた。シルムで使うまわしを
『サッパ』というらしい。日本のまわしのよ
うに何重にもグルグル体に巻きつけることは
なく、紐のようなものを一周させるだけにな
っている。立ち会いは互いに正座をし、サッ
パをつかみ合ってゆっくりと立ち上がり試合
開始となるのに対して、日本の相撲は、『は
っけよい』の掛け声と同時に2人の力士がぶ
つかり合って試合開始となる。勝敗は、日本
の相撲と同じように、相手の足の裏以外が地
についたら勝ちだが、シルムの土俵は俵で囲
ってなく、あくまで仮の試合会場にすぎない
らしく、押し出し、寄り切り等の押し相撲の
決まり手が無い。ただひたすら相手をたおす

競技である。また、シルムでは試合時間に制
限があり、試合時間は3分間で先に2勝したほ
うが勝ち、時間内に勝敗が決まらなかった場
合、1分の休憩を挟んで3分間ずつの延長戦が
行われる。日本の相撲は無制限1本勝負で、
個人的には日本のルールの方が好きである。
技の数については、日本相撲の技の数は48
手に対して、韓国のシルムは約106個と日本
の約2倍も技数がある。

ルール

両国の相撲の似ているところ

韓国人を少しでも理解してもらいたい

日：土俵から追い出されたら負ける。きちん
と前もって準備をしないといけない。最
初から全力でぶつけないといけない。失
敗したらつらい。

韓：土俵から追い出されたらもう1回やり直
し。次があると思う。中途半端が出て
くる。

結論：韓国の留学生は日本に来たばかりの頃
（1、2年生）には、日本が好きだとい
うが、大学を卒業して帰る留学生の7
割は嫌いになったという。日本と韓国
人のルールが違う。お互いに尊重しあ
う必要性がある。
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（今週の担当　古賀　　巖）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

＊次回例会予告＊

卓話　県北振興局　水産課長

増本　正幸様


