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ロータリーソング ｢手に手つないで｣ 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 ｢米山奨学生に選ばれて｣ 

 米山奨学生  徐 星云 君 

 ｢米山学友会について｣庄子佳良会員  
  

 

 

森 直基氏の入会式が執り行

われました。 

 

ご入会おめでとうございます。 

 

森 直基 会員（もり なおき）   

推薦者：山坂会員・越智会員 

職業分類：生命保険 

第一生命保険㈱広島総合支社 営業部長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会、青少年奉仕委員会 
  

 

 

皆様今日は。お元気のこととお喜び申し上げます。ご来会のお客様、

ようこそお越し下さり会員一同、衷心よりご歓迎申し上げます。 

去る９日午後６：３０より、社会奉仕小委員会が奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事の

上河内さん出席のもと開催され、先の豪雨災害支援事業の経過報

告と同時に、今後の支援活動に関して真剣な討議がなされました。

特に注目したいのが、当地区のＲＣに対して、全国から心温まる多

大なる支援金が寄せられていることです。それらを広島市へ委譲す

ることは、支援策の一つとして大きな貢献となりますが、ﾛｰﾀﾘｱﾝとし

て意義ある支援活動が当ｸﾗﾌﾞからも発信ができるよう期待を込めて、

会長の時間を終わります。 

 

 

 

《地区大会ご案内》 

*１９日(日)は福山で地区大会が開催されます。 
 

 

 

ロータリー情報委員会   １１/６ ﾛｰﾀﾘｰ情報研修会案内 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  １１/２０祝寿の会 

ＩＭ実行委員会   第５回IM実行委員会 ３F｢飛鳥の間｣ 
 

 

 

【ご来客出宝】 

神辺眞之様☆(Ｇ７ガバナー補佐) グループ７のガバナー補佐です。

今日はＩＭの打ち合わせに参りました。よろしくお願いします。 

【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

庄子会員、米山奨学生の徐 星云君、本日の卓話を楽しみにしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

高原会員・粟屋会員 神辺先生、今日はようこそお越し下さいました。

例会に引続いてのＩＭ実行委員会もよろしくお願い申しあげます。 

森会員 本日から入会です。よろしくお願いいたします。 

山坂会員・久保(豊)会員・越智会員 森くん、入会おめでとう！これ

からは奉仕活動と野球を一緒に頑張りましょう。 

庄子会員 本日は先週に引き続き米山記念奨学会と学友会の話を

する機会を頂き、ありがとうございます。皆様のご理解を頂き、地区

奨学生の為に努力して参りますので、よろしくお願い致します。 

土井会員 迫会員 森嶋会員 神農会員 中山会員 山内会員 

洋北山歩隊は、１０月１０日（金）～１２日（日）の日程で福島県会津磐

梯山遠征登山旅行に行って参りました。台風１９号襲来直前で３日

間天候に恵まれ、また標高１８１９ｍの磐梯山からの眺望も素晴らしく、

思い出に残る旅となりました。また、中山隊員大学時代のｻｰｸﾙ後輩

が経営する旅館「向瀧」は日本建築の文化財にもなっている素晴ら

しい建物でした。皆様も機会が有れば是非訪れて下さい。 

菅会員 高円宮杯日本女子ﾎｯｹｰﾘｰｸﾞで広島ｺｶｺｰﾗﾁｰﾑが優勝し

ました。お陰で妃殿下と食事をし、二次会にも行きました。 

山坂会員 ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟに二輪専門店２店舗目を１７日よりｵｰﾌﾟﾝしま

す。よろしくお願いします。 

山下(正)会員 越智会員 中山会員 山坂さん、先週に引き続き今

週も新店舗ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟに３店目となる

ﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟ、益々のご発展お祝申しあげます。 

久保(豊)会員 携帯の動画再生音を鳴らしてしまいました。申し訳あ

りません。 
 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ11,000 円） 累計 538,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

■本日の例会    ２０１４年１０月２３日（木）   第２２００回 

ロータリーソング 「それこそロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「歓びのかたちバカラ」 

 バカラパシフィック㈱ 

 代表取締役社長  小川  博 氏 

前回例報告   ２０１４年１０月１６日（木）  第２１９９回

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

幹事報告 

入会式 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 
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『米山奨学生に選ばれて』 
 

米山奨学生  徐 星云 君 

皆様、こんにちは。先ほ

どご紹介して頂きました

徐星云と申します。私は

２年前に韓国のソウルか

ら参りました。現在、広島

ＹＭＣＡ専門学校の２年

生です。 

最初に日本に興味を持

つようになったきっかけは

小学校５年生の時、夏休みの推薦図書の中に夏目漱石の「吾

輩は猫である」という本に出会ったことです。翻訳された本で、始

めは夏休みの宿題として読みましたが、一回読んだ後、本の最

初のページにある、作家の紹介に書かれてある、発刊した年度

を見て、昔の本だったと気づいて驚きました。猫の目から見た世

界を文字で表現していてしかも、日本人の細かい心理の描写も

新鮮に感じました。時間は早く、記憶の中で夏目漱石の名前も

忘れていた頃、「今、会いに行きます」という日本の映画が封切

し、今まで見たことのない、新しい映像、言葉に一目惚れしまい

ました。翻訳された本とﾒﾃﾞｨｱに依存して、間接的に日本を見る

ことだけでした。韓国で留学している日本人の友達ができ、友達

と話をすればするほど興味が深くなり、いつか自分か留学する

のであれば日本で、日本の文化、歴史、特性を肌で感じたいと

思い、日本を留学先として決め、今回、来ることができました。 

ＹＭＣＡ専門学校に入学する際、ＹＭＣＡの先生方と相談をさせ

て頂きました。その時に授業の内容とともに、成績と出席率で毎

年の上位、二～三名の学生に、奨学金のﾁｬﾝｽが与えられると

教えて頂きました。ﾛｰﾀﾘｰの米山奨学団体をその時、初めて耳

に致しました。去年の１０月ごろ学校から推薦をもらい、書類審

査と面接を受け、世界的に伝統のある奨学団体、ﾛｰﾀﾘｰの米山

奨学生として選んで頂き、今年の四月から米山奨学生として例

会に参加させて頂いております。本当に感謝致しております。一

人の留学生として光栄の至りであり、誇りでもあります。本当にあ

りがとうございました。 

来年の４月、広島県内にある大学に入学し、経済についての勉

強をしたいと思っております。なぜ、経済を選んだのかと申しま

すと、私が高校１年の時、父が亡くなり、家庭環境が変わり、生

活も苦しくなりました。様々なｱﾙﾊﾞｲﾄで家計を助けて生活する

毎日が続きました。朝から晩までのｱﾙﾊﾞｲﾄ生活の中、自分は勉

強とはもう縁がないのではないかとさえ思いました。ｱﾙﾊﾞｲﾄをす

ればするほど、良くない待遇の場合が多く、学生でもあり、社会

的弱者でもあり、自分が汗をかいたにも関わらず、給料をもらえ

なかたり、休憩の時間さえ与えられない環境に置かれていること

も多くありました。何も言えずただｱﾙﾊﾞｲﾄとして働く、それだけの

ことしかできませんでした。だから、私は経済を勉強して私のよう

に辛い環境に置かれている人達が当たり前に損のない、正しい、

より良い方向に向くことができるように、自分の身の周りはもちろ

ん、自分がこれから働く会社やお客さんの会社など、仕事として

関わるすべての人、皆が納得できる環境ができたらいいなと、そ

ういう人なれればと思い、経済学を選びました。 

私は将来、日韓で取引をしている会社、もしくは、これから海外

にある会社と契約をし、営業をできる会社で仕事ができたらいい

なと思っております。「あの国その国について知りたいならまず

は、言葉から」ということを良く耳にするのですが、日本語を勉強

している私の場合、まず、その一歩を踏み出せたのではないか

と思っております。もちろんこれからも一生、勉強し続けなけれ

ばならないし、長く走るためにはもっともっと努力をしたいと思っ

ております。そしてまた、今まで、まだ自分が気づいていない日

本、会ったことも見たこともない日本をもっと知りたいとも思って

います。今までのように努力すればいずれは知りえることができ

るのではないかと思います。まだまだ足りない部分も多くあります

が、周りの人々から教えて頂けたらと思います。ﾛｰﾀﾘｰの会員の

皆様、私が間違ったことをしていればどうか厳しく教えて下さい。 

つい最近、目配り、気配り、心配りという言葉を教えてもらいまし

た。日本だけでなく世界でこれらができたらある程度、物事がｽﾑ

ｰｽﾞに進んでいくのではないかと私は思いました。この言葉は胸

の奥深く、矢のように入りました。その後も色々考えてみたので

すが、私は情けに溢れている韓国人だと自分では思っておりま

すが、情け配りというものを追加してみようと改めて思いました。

自分の周りのすべての人は家では大切なお父さんであり、息子

であり、母親であり、兄弟であるし、誰にでも人は思いやりを持っ

て接して行かなければならないのではないかと…こう言った気持

ちを持っていれば、より良い人間関係になるのではないかと思

いました。仕事の面では両国の違いを知って、会社同士が取引

をする場面の真ん中で掛橋になって仕事をして行きたいと思い

ます。そういった過程の中で人間的に親密になり、両国の長く渡

る誤解や微妙な問題が自然として解けて行けたらいいなと思っ

ております。それは人と人が協力して作り上げていくものと思え

るようになりました。 

私のｶｳﾝｾﾗｰである久保雅史さんは初めに会った時から人見知

りをする私に温かい手を差し伸べて下さり、日本のお父さんだと

思っていつでも気軽に何でも話なさいと仰って下さいました。実

際に時間が合う時に声をかけて他のﾛｰﾀﾘｱﾝの方々との挨拶の

仕方を教わったり、日本の家庭的なBBQﾊﾟｰﾃｨｰに参加させて

頂いたり、刺身、寿司などごちそうになったり説明し切れない多

くのところに連れていて下さり、普通の留学生なら一回も行くとこ

のない、良い食事処で食事をさせて頂いたり、色々な分野の

方々と日韓の懸け橋になるために必要なものを楽しく話して頂き、

有意義な時間を持つことができ、本当にありがたく思っておりま

す。勉強だけを頑張ったのにこんなに良いﾁｬﾝｽが与えられるこ

とに本当に感謝しております。これも「広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ」と出

会って、様々な方々とご縁ができ、教えて頂いたもので、世界の

各国が仲良く！という言葉を仰って頂いた方々が多かったです。

私も是非そうなれたらと願っています。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様の教

えを肝に銘じてもっといい人間、これから未来の世界を生きて行

く若者として頑張って行きたいと思っております。ﾛｰﾀﾘｰの皆様

には金銭的なご支援、教育をたくさん頂きました。心から感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。私は来年３月までの

奨学生でありますが、ただ一年間だけの留学生ではなく、その

先、長くこの縁を続けていたらと願っております。これからもどう

ぞご指導、ご支援、宜しくお願い申し上げます。拙い話でありま

したが、ご傾聴頂き、ありがとうございました。カムサハムニダ。 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年１０月１６日（木）  会員数 ８５名 

出席 ６８名  欠席 １７名  来客  ３名 

１０月２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

片山 秀樹 様（大阪箕面） 

小野 栄治 様（広島） 

神辺 眞之 様（G7 ガバナー補佐・広島東南） 

■次回例会ご案内 ２０１４年１１月６日（木）１２：３０～ 

卓話 ｢ロータリー財団月間に因んで｣ 

財団プログラム委員会 

食事 和食 

卓話時間  


