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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
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でいたシェアハウスの方々がお金を貸してく
れたり、大家さんが家賃を待ってくれたり、
たくさん助けられ、新しいアルバイト先が見
つかり、誕生日も祝ってもらい、クリスマス
にはステーキも作ってもらったりしました。
　その後、なんとなく東京に行きましたが、
東京でも沢山面白い人々に出会い、いろんな
所に行きました。
　日本での1年間が終わり韓国に帰ってから
も、また日本に行きたいと思い、工事現場、
病院の警備員などをしながらお金を貯めて留
学に来ました。
　学校でも色んな国の友達ができたり、ボラ
ンティア活動をしたり、様々な経験をしま
した。
　熊本震災の時にはボランティアで熊本に行
き、食器などを被災者の方々に配ったのです
が、その時東北大震災で家をなくした方から
の食器と手紙にとても驚き、感動しました。
　黒島ではゴミ拾いのボランティア活動をし
ましたが、その縁で黒島で韓国語講座もさせ
ていただきました。
　私が韓国に帰る度に日本の話をしていた
ら、家族や友人も日本に興味を持つようにな
り、友人が毎年遊びに来たり、今年の4月には
兄と兄の友人が遊びに来て、長崎県内はもち
ろん熊本の阿蘇山にも行きました。
　先月は日本人の友人が韓国に来て釜山を案
内したりもしました。
　私が最初日本に行くと決めた時は、なぜ日
本に行くのかと聞いてくる人もいました。し
かし、それは日本のことをよく知らないから
だと私は思います。
　私の家族や友人のように、警戒を解き、興
味を持ち、分かろうとすればきっと偏見も消

『�私と日本』

　米山奨学生　朴
パク

基
キヨ ン

栄さん
　（長崎国際大学4年）

　私は1988年10月9日釜山で生
まれました。
　私の故郷釜山は韓国第二の都市で日本の大
阪とよく比べられる街です。
　人口は350万人程度で長崎県の約2.5倍なの
ですが、面積は長崎県の5分の1でマンション
だらけになっています。
　日本との距離も近く、福岡からですと飛行
機では40分、船では3時間から6時間ぐらいか
かります。
　釜山は日本文化の受け入れ口でもあり、お
ぼん、わりばしなどの言葉をよく使っていて
私自身、それが釜山の方言かと思っていたぐら
いです。
　私は子供の頃から日本のゲームで遊んでい
ましたが、内容がまったく分からず、ただボ
タンを押しただけでした。中学生の頃、裁判
所の近くにある翻訳屋さんにゲームのセリフ
を書いて持っていったら酷く怒られた事があ
ります。その時、自分で勉強してやると思っ
たのがきっかけで日本語の勉強を始めました。
　2012年、一度日本に行ってみたいと思いワ
ーキングホリデービザを取得し、神戸と東京
で半年ずつ生活したのですが、その1年間で私
は世界の広さや自分の小ささを知りました。
　私が財布をなくし、アルバイトもクビにな
って日本生活を諦めようとした時も当時住ん
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　今回はお祝いということではなく、特別に
予算立てをしていませんでしたので、私から
皆さまへの感謝と心ばかりのお礼を込めまし
て、ショートケーキを提供させていただきま
したので、ご賞味ください。もちろん大久保
利博幹事のところの不二家のケーキです。持
ち帰っていただいてもいいように、小さな箱
も少し用意しています。
　ところで、来週の例会ではご案内の通り総
会を開催します。
　会長ノミニーの審議、次年度理事役員の審
議、更に三号議案として、理由は詳しく当日
説明致しますが、創立70周年に向けて特別会
費のお願いをします。是非とも多数のご出席
をお願いします。
　さて、本日の卓話は、米山奨学生の朴基栄
さんです。地区からの出張卓話のお願いで実
現しました。韓国からの留学生で長崎国際大
学の学生ということで、長崎国際大学RACに
も参加していただきたいところですが、もう4
年生になられるということですので、ぜひ後
輩の留学生を紹介していただければ幸いで
す。卓話を楽しみにしておりますので、よろ
しくお願いします。
　また、本日は付き添いで、地区米山記念奨
学委員会委員で大村RCの芦塚義幸さんも一緒
にお見えであります。お忙しいところ心から
お礼申しあげます。ありがとうございました。

� 幹事　大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　		2018年12月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円です。（参考：11月＝112円）

２．RI第2740地区�ガバナー　福田　金治さん
　　地区大会実行委員長　� 橘髙　克和さん
　　地区大会ご参加のお礼が届いております。

３．第5グループガバナー補佐
� 　山㟢　　弘さん
　IMの開催についてのお知らせ
　①日時／2019年4月6日㈯15:00より会議　
　　　　　　　　　　　　　18:00より懇親会
　②会場／江迎文化センター（会議）
　　　　　サンパーク吉井（懇親会）
　③登録料／6,000円

えていくと思います。人間は分かり合えばき
っと愛し合い、平和になれると私は確信して
います。
　そのために私は日本語だけではなく、日本
の文化や歴史などを勉強し周りに広め、一人
でも多く分かり合えるよう、その架け橋にな
りたいと思っています。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
　米山奨学生	 長崎国際大学4年　朴

パク

基
キヨ ン

栄さん
○ゲスト
　RI第2740地区	米山記念奨学委員会	地区委員
	 大村RC　芦塚　義幸さん
◯例会風景

� 会長　古賀　　巖
　冒頭にご案内しますが、福田
金治ガバナーの奥様が昨日お亡
くなりになりました。
　闘病されていたとは伺ってお
りましたが、急なことで大変驚
いております。ご承知のように
本日18時からお通夜、明日が告別式です。
　本日は、第3,333回例会です。この回数にな
るまで約68年かかっておりますので、佐世保
RCの歴史の重さを改めて感じております。
　先週、廣瀬章博副幹事もお話しされました
が、次回の同じ数字が並ぶ例会がいつになる
かと言いますと、1年間に約48回例会が開催さ
れますので、約23年後になります。
　炉辺会合例会にしたらというご意見もあり
ましたが、地区大会終了後すぐの例会という
こともあり、皆さまのご負担を考え通常の昼
間の例会にさせていただきました。

会　長　挨　拶

幹 事 報 告

例会記録
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　④参加者（出席義務者）／
　　会長・幹事・増強委員長・増強委員会委員
　　	入会3年未満者・各クラブ最低10名以上の
登録をお願いします。

４．RI第2740地区ホームページ更新情報
　	2019-2020年度	国際ロータリー会長に　　
マーク・ダニエル・マローニー氏
　Decatur	Rotary	Club（アラバマ州・米国）

■地区大会実行委員会� 委員長　橘髙　克和
　皆様のご協力のおかげで、無
事に地区大会を実施することが
できました。改めてお礼申しあ
げます。尚、福田金治ガバナー
ご令室の訃報に伴い、12月1日
㈯に予定しておりました「地区
大会慰労会」は延期いたします。

■ローターアクト委員会� 安福　竜介
　11月24日㈯、25日㈰の両
日、第2690・2740地区の交流
会が、それぞれ佐世保第一ホテ
ルと九十九島水族館	海きらら
の会場で行われました。
　昨年度は出雲で行われた交流
会ですが、そもそもなぜ始まったのか、きっ
かけは91年の雲仙普賢岳の噴火の時に、災害
ボランティア活動で参加されたことから、こ
の交流会が始まったと聞きました。
　懇親会においては、両地区の代表が仕事の
ため出席できないという波乱の幕開けでした
が、それぞれの子供の頃のニックネームを使
ったビンゴゲームで盛り上がり、佐世保RCか
らは中嶋	徹さんと私の2人が参加させて頂き
ました。
　また、日曜日は、海きららにおいて参加者
18名を3グループに分け、各々がインスタ映え
する写真を撮影し、SNSにアップし「いい
ね」の数を競い合うという、いかにも現代の
若者ならではのプログラムだったと聞いてお
ります。佐世保東RACのインスタグラムで探
すと見られますので、よかったらご確認くだ
さい。

◯第2740地区 永続会員個人表彰感謝状授与
　円田　三郎さん（52年）
　玉野　哲雄さん（40年）

� 親睦活動委員会　一瀬　伸彦
○結婚記念月のお祝い
　橘髙　克和・さなえさん	ご夫妻（6日）
　増本　一也・光子　さん	ご夫妻（7日）
　円田　浩司・桂子　さん	ご夫妻（7日）
　長富　正博・桂子　さん	ご夫妻（7日）
　井口　東郎・容子　さん	ご夫妻（7日）
　松尾　　貴・真理　さん	ご夫妻（11日）
　長浜　陽介・理恵　さん	ご夫妻（17日）
　松尾　文隆・由美　さん	ご夫妻（23日）
　福田　金吾・芙美恵さん	ご夫妻（23日）

� 親睦活動委員会　谷川　辰巳
橘髙　克和さん、円田　浩司さん
増本　一也さん、松尾　　貴さん
長浜　陽介さん、福田　金吾さん

委員会報告

その他の報告

慶　　　祝

ニコニコボックス
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：長浜　陽介）
（カメラ担当：橋詰　文雄）

松尾　文隆さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

国際奉仕・姉妹クラブ委員会
委員長　納所　佳民さん
　皆さん、遅ればせながら先日の地区大会は
お疲れ様でした。先週、今週も出張で欠席い
たします。
　さて、国際奉仕・姉妹クラブ委員会から再
度のご案内です。来年1月11日㈮に開催され
る、台南RCの創立65周年記念式典への参加申
し込み締め切りが既に過ぎております。現
在、6名の登録となっております。何とか皆さ
んのご協力をお願い致します！ニコニコでの
ご案内誠に申し訳ありません。宜しくお願い
いたします。

古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、西田　勝彦さん
安部　雅隆さん、橘髙　克和さん
　米山奨学生、朴基栄さんの卓話に期待して
ニコニコします。

　　

ニコニコボックス	 本日合計	 　14,000 円

	 累　　計	 524,000 円

◇

＊12月  例会卓話者予定＊	

12月５日　年次総会

　　　　　	長崎県総合就業支援センター
　　　　　	フレッシュワーク佐世保
　　　　　　　　企業相談員　林田　有基	様
　　　　　　　　キャリアコーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　長尾麻衣子	様
　　　　　　　　受付・事務　西村　笑子	様

12月12日　西海市・音浴博物館
　　　　　　　　　館長代行　髙島　正和	様

12月19日　佐賀国際重粒子線がん治療財団
　　　　　　　　　　理事長　中川原　章	様

12月26日　指定休会

＊地区大会 慰労会の開催について＊	

　12月1日㈯予定でしたが延期いたします。	
　決定次第ご案内いたします。

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月18日㈫　16:10〜	
会場／西海学園高等学校	記念館1F	2年4組教室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日程／12月21日㈮	
　　　クリスマス例会〔予定〕
時間・会場／未定

＊	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。

歌の時間
� ソングリーダー　黒木　政純

「紅葉」合唱	 作詞：高野辰之
	 作曲：岡野貞一

1911年（明治44年）『尋常小学唱歌（二）』にて発表。
作詞者の高野辰之は、碓氷峠にある信越本線熊ノ平駅
（現在は廃線）から紅葉を眺め、その美しさに惹かれ
てこの詞を作ったという。2007年（平成19年）に日本
の歌百選の1曲に選ばれた。


