
●ソウル観光の見どころ
故宮エリア：昔、王様の宮殿であった「景福
宮」、現在大統領が執務する「青瓦台」など
があるソウルの中心。

東大門エリア：衣類ショッピングで有名な場
所で、24時間ショッピングモールや韓国伝統
衣装「韓服」専門店等がある。

市役所エリア：波の形を取ったという市役
所の建物が特徴で、周りの一円は観光スポ
ットで有名な明洞。様々な伝統文化体験プ
ログラムも実施している。

汝矣島エリア：ソウルのランドマーク「63ビ
ル」、放送局や企業の本社等がある。春にな
ると開催される桜まつりが有名。

江南エリア：YOUTUBEで20億アクセスを
記録した有名曲「江南スタイル」の地域。
企業本社、外国企業、韓国コンベンションセ
ンター等のある経済の中心地。

韓国の首都、ソウルについて
　『ソウルへようこそ』

　佐世保市国際政策課
　国際交流員　　李
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宇 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。
　一昨年にも卓話をさせて頂き、「韓国へよ
うこそ」というテーマでお話しましたが、
今回のタイトルは「ソウルへようこそ」で
す。韓国の首都ソウルの概要と、自分の故
郷でもあるソウルを訪問される時のため、
観光に役立つ情報も紹介したいと思いま
す。よろしくお願い致します。

●ソウルの概要
　1392年以来、韓国の首都
　人口：約1,012万人（2014.	7月現在）
　面積：605㎢
　　　	（東京の約1/3、佐世保の約1.4倍）

●ソウルに行くためには
　福岡空港	→	仁川空港（１日多数便あり）
　　韓国の大韓航空、アシアナ航空
　長崎空港	→	仁川空港（週３便）
　　大韓航空の子会社であるLCC「ジンエアー」

●仁川国際空港
　韓国を代表する国際空港、ソウルの玄関口
　国際空港評価（ASQ）で9年連続世界１位
　便利なアクセス、日本語対応可能
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◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保市役所	国際交流員	 李

イ

　載
ゼ ウ

宇	様
◯ゲスト
　米山奨学生	 B

ブ イ

UI,	C
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ICHさん
◯ビジター
　佐世保北RC	 富田　耕司さん
　佐世保南RC	 太田　博道さん

	 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局
　	クラブ・地区支援室：衛星クラブの情報に
ついてご案内がきております。
　（衛星クラブの補足事項を4面に掲載）

　経理室：2014年10月のロータリーレート
　　　　　1ドル＝106円（現行102円）

２．ロータリー財団地域コーディネーター
　　 第１ゾーン　岩渕　　均さん
　　 第２ゾーン　江崎　柳節さん
　　 第３ゾーン　松本茂太郎さん
　　第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　メジャードナー顕彰午餐会のご案内
　　日時／2014年11月26日㈬
　　　　　登録　　　10:00〜　
　　　　　写真撮影　10:30〜
　　　　　午餐会　　11:20〜
　　会場／	ホテルグランパシフィック	LE	DAIBA
　　　　　　　　　　　（東京都港区台場）
　　佐世保RC該当者／福田　金治さん
　　　　　　　　　　	池田　　豊さん

３．第2740地区 地区大会実行委員長
 緒方　　聖さん
　�地区大会における「青少年の集い」のご案内
　　日時／2014年11月15日㈯
　　　　　10:00〜11:30
　　会場／諫早文化会館	1F	中ホール
　　	参加対象者／インターアクター･顧問、
米山奨学生、国際青少年交換学生
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蚕室エリア：プロ野球場とソウル五輪記念
館、韓国最大のテーマパーク「ロッテワール
ド」などで有名。

弘大エリア：韓国を代表する美術大学「弘
益大学」一円は「若者の通り」としてファ
ッション、エンターテインメントの中心地。

●ソウルを楽しむ方法 ― 公共交通機関
地下鉄：１号線から９号線まであって、便
利・経済的・安全にソウル市内を旅行する
ことができる。

シティーツアー・バス：ソウルの主要観光地
を回る観光バス。日本語対応もできるし、
１回乗車券を購入すれば１日何回も乗り放
題。故宮コース、パノラマコース、夜景コ
ース等、様々なコースがある。

●韓国料理
韓定食（ハンジョンシク）：本来、韓国式おも
てなしはテーブルいっぱい料理をいっぱい出
すものだが、最近はコース式で出す店も多
い。様々な韓国料理を楽しむことができる。

単品料理：プルゴギ、ビビンパ、キムチチゲ
（鍋）等、韓国は食のうまい国である。

●ソウルでの宿泊
ホテル：様々な設備があって便利。日本語
での対応も可能。
韓国伝統暖房であるオンドル（床暖房）の部
屋もある。

韓国伝統家屋ステイ：韓国伝統家屋で宿泊
しながら韓国文化を肌で感じられる。
ほとんど日本語での対応可能。韓国各地で
運営中。

幹 事 報 告

例 会 記 録



 出席・例会委員会　米倉洋一郎
佐世保南RC　太田　博道さん
　しばらくご無沙汰しておりましたが、本
日はよろしくお願いします。

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん
　佐世保市国際交流員	李　載宇さんの卓話
に期待して。

遠田　公夫さん
　先週、動物愛護週間に合わせ、アーケード
及び島瀬公園にて、ワンワンフェスティバル
を開催致しました。大小60匹の犬のパレー
ドは、町行く人を驚かせました。島瀬公園
でのしつけ教室やライブもお蔭様で満員で
した。お騒がせ致しました。

河原　忠徳さん、納所　佳民さん
池本　仁史さん、黒木　政純さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

 ソングリーダー　髙田　俊夫

「証
しょうじょうじ

城寺の狸
たぬきばやし

囃子」合唱

　　	R財団奨学生、ローターアクター、ロー
タリアン

　　登録料／無料（昼食は準備致します）

４．西海学園インターアクトクラブ
　9月17日例会報告が届いております。

ローターアクト委員会 河原　忠徳
　�長崎国際大学ローターアクトクラブ例会の
ご案内
　　日時／2014年9月25日㈭
　　　　　18:30〜
　　会場／ホテルオークラ
　　　　　JRハウステンボス

 米倉洋一郎
　第2回朗遊会を10月4日㈯、ソロプチチャ
リティーコンペ内で行います。時間は10時前
後です。

 親睦活動委員会　小川信次郎
○結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん	ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん	ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん	ご夫妻（12日）
　池本　仁史・由美子さん	ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん	ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　さん	ご夫妻（18日）
　黒木　政純・結花　さん	ご夫妻（28日）
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委員会報告

慶　　　祝

歌の時間

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	 　9,000 円

	 累　　計	 267,000 円

◇

朗遊会より
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　池本　仁史）

＊10月  例会予定＊

10月８日	 新会員　西村　一芳さん
	 　㈱西九州新生活センター
	 　代表取締役社長

10月15日			（医）祥仁会　西諫早病院
	 　理事長・院長　千葉　憲哉	様

10月22日	 新会員　池田　真秀さん
	 　㈱ホーセイ　取締役副社長

10月29日	 地区職業奉仕委員会　
	 　委員長　駒井　英基さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月 1 日㈬　定期試験の為休会
　　　10月15日㈬　17:30〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月 9 日㈭　18:30〜
　　　10月23日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されます
と、メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

〔幹事報告 No.1〕
ロータリー衛星クラブの補足事項
　基本情報は2013年手続要覧にてご確認くださ
い。以下の内容はそれを補足するものになります。

①	2013年規定審議会	制定案13-32にて決議された
新しいクラブの形で、

☆20名以上の創立会員候補者がおり、短期間で加
盟認証を取り付けられる見込みが有る。
⇒	通常のロータリークラブとして申請をする。

☆とある地域に新しいロータリークラブを立ち上
げたいが、創立会員候補を20名すぐに集めるのは
困難なため、少人数スタート（最低8）した後、時間
をかけてクラブを育てていきたい。
⇒	先ずは衛星クラブとして申請する。

　といった選択が可能となりました。
以前より継続されている試験的プログラムの衛星
クラブとは別扱いになります。

②	衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員でも
あり、これは衛星クラブがロータリークラブとし
てRIから加盟が認められるまで続きます。

（ロータリークラブ定款	第7条	第5節より）

③衛星クラブの会員は、
　△△△ロータリークラブの正会員
　	△△△☆☆ロータリー衛星クラブの衛星クラブ
会員という二つの会員種類を同時に持つことと
なります。

④	地区内ロータリークラブ数／ロータリアン人数
の集計を取る場合、衛星クラブは地区内クラブ
数のカウントには含めません。
　	衛星クラブ会員はスポンサークラブの正会員と
して人数にカウントされます。

⑤	例えば現在30名の正会員を有する△△△ロータ
リークラブが、10名の候補者を集めて△△△☆
☆ロータリー衛星クラブ設立を申請し、これが
RIで認可された場合、△△△ロータリークラブ
の正会員数は30+10=40名とカウントされます。

⑥	衛星クラブ会員も半期人頭分担金の支払い義務
が生じますが、②〜⑤の考えに基づいてスポン
サークラブが衛星クラブ会員の分もまとめて支
払い処理をすることとなります。

⑦	衛星クラブの「認可」はロータリークラブの「加
盟認証」と異なるため加盟認証状は存在せず、
手続き後に日本事務局からの書面をもって通知

がなされます。しかし、衛星クラブの会員数が
20名を超えてロータリークラブとしてRIから加盟
が認められることを希望する場合には、然るべ
き手続きを行って頂く事で独立したロータリー
クラブとして加盟が承認され、加盟認証状が贈
呈されることとなります。

⑧	衛星クラブという形態でクラブを運営できる期
間に制限はありません。
　	人数が20名を超えたとしても自動的にロータリ
ークラブにはならないため、別途お手続きが必
要となります。

(2014/9/18時点)


