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加納副会長に会長代行をお願いします。1泊
で円田幹事を帰国させますので、どうぞよ
ろしくお願いします。
　以上報告いたしまして、会長挨拶といた
します。有り難うございました。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保市国際政策課

　　国際交流員　李
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	 幹事　円田　浩司さん

１．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 福元　裕二さん
①2013ロータリー世界平和フォーラム広島
　ご登録のご案内
　日時／2013年5月17日㈮	14:00～
　　　　　　　　　18日㈯	16:00
　場所／	広島国際会議場及びANAクラウン

プラザホテル広島
　ホスト／	2013世界平和フォーラム広島ホスト

委員会
　サポート／第2710地区
　登録料／インターアクトクラブ委員
　　　　　登録料、交流懇親会費は無料
　　　　　宿泊費		1泊朝食付	4,000円のみ

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。北海道や北
アルプスでは早くも初冠雪の
ニュースがあり、秋も急速に
深まって来ました。日中と朝
晩の温度差が激しいようです
ので、体調管理に気をつけて頂きたいと思
います。今月は佐世保市内で大型イベント
が目白押しです。「YOSAKOIさせぼ祭り」
や「全国和牛の祭典」など、全国各地から
多くの方々が佐世保へお出でになり、地元
への経済波及効果も大いに期待されるよう
です。
　さて、いよいよ来月の台南RC姉妹クラブ
締結更新の為の公式訪問が近づいて来まし
た。先日、台南RC蘇	昭雄会長より書簡が
きました。故パスト会長の郭（Gyne）様の墓
参りについては、現在、遺骨は台南の名刹
竹渓寺に安置されており、お寺の規則で毎
月旧暦の1日と15日にしか参拝できないそう
であります。
　それで、奥様と相談された結果、「皆様を
郭会長の自宅にお招きして、お線香をあげ
て頂くことになりました。準備を整えて皆
様との再会を楽しみにお待ちしています。」
との事であります。
　11月19日から21日の日程で訪問致しま
す。21日水曜日は例会開催日でありますが、
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奨学会とロータリー財団（ポ
リオ・プラス）へご寄付いただ
きました。

②10月21日、佐賀の西九州大
学	神園キャンパスにおきまして、第1回ロ
ータリー財団セミナー並びに第1回補助金セ
ミナーが開催されました。
　財団のプロジェクトの内容と協力要請がご
ざいました。補助金セミナーは、都合によ
り受講できませんでした。第2回のセミナー
に行ってまいります。

	 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん

○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　さん	ご夫妻（1日）
　西村正一郎・美佐子さん	ご夫妻（1日）
　古賀　　巖・良子　さん	ご夫妻（6日）
　佐保　　榮・三枝子さん	ご夫妻（10日）
　山下　　登・英子　さん	ご夫妻（12日）
　田中丸善弥・美加　さん	ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美さん	ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子さん	ご夫妻（23日）

	 親睦活動委員会　城島　一彦さん
長島　　正会長
　先日の長男の結婚披露宴には、多くの会
員の皆様にご出席頂き、お祝いまで頂戴い
たしまして有り難うございました。無事に
終わりまして、肩の荷が下りホッと致して

　　　　　引率者及びロータリアン
　　　　　登録費	10,000円
　　　　　懇親会費	10,000円
　　　　　宿泊費	4,000円　
　交通手段／地区にて貸切バスを準備
　　　　　　	バスをご利用にならない場合

は各自負担
　締め切り／11月30日まで

②	2013リスボン国際大会ご参加及び地区内
ツアーについて
　予定地／スペイン、ポルトガル（リスボン）
　日程／出発：2013年6月19日㈬
　　　　　　　21:00発（予定）
　　　　帰国：2013年6月26日㈬
　　　　　　　09:15着（予定）

※福岡空港発着
　	飛行機エコノミークラスご利用の場合
　　548,000円～（予定）となります。
　リスボン国際大会のホームページ
　　http://www.riconvention.org/ja/2013/
　早期申し込み締め切り／11月30日㈮まで

２．ロータリー財団委員会
	 　委員長　石坂　和彦さん
　	10月21日「第1回ロータリー財団セミナ
ー・第1回補助金セミナー」ご出席のお礼
及びご連絡が来ております。
　①セミナー当日の配布資料について
　②セミナー当日のパワーポイント資料
　　	http://www.d2740.org/
　③	ロータリー財団および「未来の夢」計
画につきまして、何かご質問がおあり
でしたら、質問用紙にご記入の上、ガ
バナー事務所までお送りください。

３．ガバナー・エレクト事務所
　10月24日㈬	休業のお知らせが来ております。

財団奨学・米山委員会
	 　委員長　長富　正博さん
①長島	正会長より、㈶ロータリー米山記念

ニコニコボックス

慶　　　祝

委員会報告



（3）

います。心から感謝申しあげます。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、松本　由昭さん
　李　載宇様の卓話を期待して。

芹野　隆英さん、古賀　　巖さん
中村　徳裕さん、遠田　公夫さん
　おかげ様を持ちまして、第15回YOSAKOI
させぼ祭りが無事終了できました。たくさ
んのご協賛をいただき誠にありがとうござ
いました。
　大賞は、美

びしょうじょたい

勝女隊という県外チームでし
た。佐世保のチームは「親和銀行	Kirari」、
北高チーム「青嵐」、商工会議所「あっぱれ
青組」が敢闘賞に輝き、がんばっていらっし
ゃいました。

平尾　幸一さん
　10月20日の朗遊会にて初優勝させていた
だきました。過去2番目に良いスコア（40.	
45）でした。同伴の才木邦夫さん、松尾慶一
さん、納所佳民さんに感謝いたします。あ
りがとうございました。

西村正一郎さん
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコし
ます。

井上　斉爾さん、西村正一郎さん
古賀　　巖さん、佐保　　榮さん
山下　　登さん、田中丸善弥さん
有薗　良太さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

国際理解について	–
　「韓国へようこそ」

　佐世保市国際政策課

　　国際交流員　李
イ

　載
ゼ

宇
ウ

	様

　アンニョンハセヨ！佐世保市役所国際政策
課の韓国国際交流員	李	載宇と申します。今
日のタイトルは「韓国へようこそ」です。国際
理解について、というテーマで韓国という国
の概要を紹介し、日本の方々から韓国につい
て質問された事をもってお話したいと思いま
す。よろしくお願い致します。

●韓国の概要
　国名：大韓民国
　　　　デ・ハン・ミン・グック（韓国）
　面積：100,210㎢(日本の約	1/4)
　	　	北海道の面積が約83,000㎢、四国13,000
㎢なので、大体北海道と四国を合わせた
面積です。

　人口：約5,000万人（日本の約1/3）

●韓国の国旗「太極旗」
　韓国の国旗は宇宙の原理を示している「太
極」と「八卦」で構成されています。太極の赤
い部分は「陽」、青い部分は「陰」を象徴しま
す。二つが柔らかく調和されている様子は「陰
陽の調和」を意味します。八卦の中で「天」「地」
「火または男」「水または女」を意味する4つの卦
が位置しています。太極旗は宇宙の原理とそ
の構成を表現しています。

●韓国のお金「ウォン」
　4つの紙幣にはみんな朝鮮王朝時代の人物が
描かれています。1千ウォン札と 5千ウォン
札の2人は文人であり哲学者、1万ウォンには
韓国の文字「ハングル」を作った王、5万ウォ
ン札には「韓国のお母さん」とも言える方で
す。ちなみに1千ウォン札に描かれた方と親子
関係です。
　4つの小銭には5百ウォンに鶴、1百ウォンに
は朝鮮王朝時代の将軍、50ウォンにはお米、
10ウォンには仏塔が描かれています。現在の
レートで1,000ウォンは約70円ぐらいです。

ニコニコボックス	 本日合計	　27,000 円

	 累　　計	 356,000 円

◇

卓　　話
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　才木　邦夫）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊11月　例会予定＊

11月7日	 佐世保海上保安部長
	 佐世保港長　七浦　弘幸	様

11月14日	 長崎県佐世保警察署長
	 警視正　泉　　繁樹	様

11月21日	 会員卓話
	 九州電力㈱相浦発電所

	 所長　城島　一彦さん

11月28日	 トータルビジネスマネジメント㈱
	 代表取締役社長　穎川　武司	様

●日本の方からの質問-韓国の食卓
　韓国の主食は日本と同じくお米の白ご飯で
す。麦、豆等の穀物や野菜、漢方薬の薬材、
海産物等を一緒に入れて炊いたご飯もありま
す。様々な材料で作った鍋料理やスープも有
名です。韓国人は誕生日の日にわかめのスー
プを飲む習慣があります。ただ、わかめは
「滑りやすい」と言って、大事な試験の日に
は絶対飲まないです。
　韓国の食卓は日本より豊富な印象がありま
す。韓国人の食卓にはいつもキムチがありま
す。韓国を代表する健康食品「キムチ」はアメ
リカの健康マガジンが選定した「世界の5大健
康食品」の一つです。キムチの種類は何百種類
もあって、辛くない白いキムチも何種類もあり
ます。キムチは壺に入れて土の下に埋めるのが
伝統的な方法ですが、現代では家にキムチを保
管する専用冷蔵庫が有ります。時間が過ぎても
新鮮なキムチの味を保ってくれます。

●日本の方からの質問-韓国の文字
　ハングルはいつ、誰が、どうして作ったの
かはっきり分かる世界でも前例がない文字で
す。朝鮮王朝4代目の王様「セゾン」が、漢字
が分からなくて文字を使えなかった民たちを
哀れに思って、誰でも簡単に使える文字、ハ
ングルを作りました。子音14個、母音10個で
アルファベットよりもずっと簡単です。
　ハングルは文字なので、「ハングルを喋る」
は間違った表現です。韓国では韓国語を使い
ます。

簡単な韓国語挨拶
①おはようございます。
	　（こんにちは。/こんばんは。）
　안녕하세요.  アンニョンハセヨ！

②ありがとうございます。
　감사합니다.  カムサハムニダ

③ごめんなさい。
　미안합니다. ミアナムニダ

④私は、○○と言います。
　저는○○입니다. 	チョヌン○○イムニダ

⑤会えて　嬉しいです。	
　만나서 반갑습니다. 
　マンナソ　パンガプスムニダ

●日本の方からの質問-韓国の首都「ソウル」
　江と城の都市、人口1千万の国際都市「ソ
ウル」が韓国の首都です。歴史と現代が調和
されていて、多くの観光客が訪れます。城
を中心に東西南北に大きい門があります。

●日本の方からの質問-韓国の世界遺産
【文化遺産】
　石窟庵と仏国寺（1995年）
　海印寺大蔵経板殿（1995年）
　宗廟（1995年）
　昌徳宮（1997年）
　華城（1997年）
　慶州歴史地域（2000年）
　高敞、和順、江華の支石墓群（2000年）	
　朝鮮王陵（2009年）　
　大韓民国の歴史的村落：河回と良洞（2010年）

【自然遺産】
				済州の火山島と溶岩洞窟（2007年）


