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本日の出席率６７.５７％：会員数４１名・出席２２名・欠席１２名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター１名

前々回の修正出席率９５.００％：出席２４名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席６名

　皆さんこんにちは。 朝方はめっ

きり冷え込み秋らしくなってまいりま

した。

　先週は、 佐世保中央ロータリー

クラブ創立２６周年記念式典 ・ 祝

賀会を行いました。 コスモスの皆

様並びに男性コーラス、 ハープの

演奏にパフォーマンス。 楽しい時間を過ごしていただいたと思っ

ております。 親睦活動委員会の皆様に改めてお礼を申し上げま

す。

　本日は、 米山奨学生の金 スルギさんの卓話となっております。

よろしくお願いします。

　来る 11 月１６日 ( 日 ) は、　社会奉仕委員会のお世話で、 長崎

県立佐世保特別支援学校との交流を含めて、 社会福祉法人 

民生会への施設訪問となっております。 会員皆様の多数の参

加をお願いします。 ご報告とお願いを申し上げまして挨拶とい

たします。

佐世保ロータリークラブ　土井 弘志様
いつもお世話になります。 始めて夜の例会参加です。 本日

はよろしくお願いします。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保ロータリークラブ 土井弘志様のご来

訪を心より歓迎いたします。

１．例会変更
有田ロータリークラブ

１０月１８日（火）１２：３０～→１８：３０～
場所 ： 保名　　観月例会のため　

２．来　　信
・（公財）ロータリー米山記念奨学会

「ハイライトよねやま」 １９９号
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芥川 圭一郎親睦活動委員長
　先週の創立２６周年記念式典 ・ 懇親会では、 色々と不手際

があったと思いますが、 皆様のご協力のお陰て、 無事に終える

ことが出来ました。 ありがとうございました。

西村 浩輝社会奉仕委員長
　長崎県立佐世保特別支援学校の和太鼓部、 ダンス部を応援

する為に、 佐世保中央ロータリークラブと一緒に施設訪問するこ

とにしました。 今回訪問先を、 松田 啓伸会員の職場である 「ほ

がらか会館」にしました。 会員皆様のご協力を宜しくお願いします。

本田 実国際交流委員長
　国内交流を踏まえて、 北海道 旭川市を訪ねる交流を計りたい

と思っています。 １月末に予定をしておりますので、 奮って参加

してください。

また、 中央会の参加者が少ないので参加をお願いいたします。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　 土井　弘志 様

米山奨学生　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 スルギ さん

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 
市内８ロータリークラブ 国際ロータリー第２７４０地区 

﨑永剛ガバナー歓迎ゴルフコンペ開催のご案内

　　日時　１１月２３日 （水 ・ 祝）

　　場所　ハウステンボスカントリークラブ

・（公財）佐世保地域文化事業団事業部
アルカス SASEBO 情報誌 「コンパス秋号」 の送付
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ＳＡＡ：橋口佳周君

次回例会／１０月２０日１２：３０～

次回献立／カツカレー、スープ、サラダ、フルーツ

本日の合計　　　　     6,000 円

本年度の累計　　　 336,000 円

■ 米山奨学生卓話 ■

米山奨学生 金 スルギさん
　こんばんは。 韓国から参りました、 長崎

国際大学人間社会学部国際観光学科４年

生、 キムスルギと申します。 今日は未熟な

日本語で卓話をさせていただきます。 よろ

しくお願いいたします。

　今日私が卓話をする順番は地元の紹介、 私の紹介、 目標、 そ

して私がこの目標のために何をしているのかを皆さんにお話しした

いと思います。

　まず、 私の出身地を簡単に紹介したいと思います。 私は大韓民

国、 韓国の出身です。 首都は皆さんもご存知の通りソウルです。

私の出身地はその南の方で珍島という島です。 プサンよりもっと南

で、 韓国では済州島 ( ジェジュド )、 巨濟島 ( ゴジェド ) に続き、 ３

番目に大きい島です。 珍島は「珍しい島」と書いて、韓国であの「珍」

は宝物の意味があるので、 宝物がたくさんある島という意味です。

珍島のシンボルは椿、 朴の木、 白鳥です。 そして、 韓国で珍島

と言えばすぐ思い出すのが 「珍島犬」 です。 珍島犬は日本でいう

と柴犬のような存在であります。 珍島では一つの家庭に一匹はいる

くらい、 多くの住民が飼っています。 島なので海産物がたくさんと

れるところでもあります。 特に珍島紅酒は赤い色がすごくきれいで、

お土産として人気のお酒です。 朝鮮半島と珍島の間に珍島大橋が

あるので車で行くことが可能です。 その隣の細方落照と大橋の下の

雲林山房はドラマや映画の撮影地として有名なところです。 珍島で

一番有名な祭りが珍島神秘の海割れ祭りです。 人口約４万人の島

ですが、 この海割れ祭りが行う期間は５０万人の方々が珍島を訪れ

ております。 この期間中に一日２回、 海が割れますけれども、 その

２回とも時間は１時間程度なので、 祭りに行っても見ることができな

かったという方もたくさんいらっしゃいます。 もともとはもっと観光客

が来てましたが、 ２００９年から祭りが有料化になって観光客が減っ

てしましたした。

　これからは私の紹介です。 私は祖母、 父、 母、 後下に妹が二

人がいる６人家族です。 祖母と一緒に暮らしたのは私が大学に入っ

た時からです。

　私が日本に関心を持ったきっかけとしては４つのキーワードがあり

ます。 「姫路城」、 「織田信長」、 「花より男子」、 ジャニーズアイド

ルの 「NEWS」 です。 「姫路城」 は高校２年生の時、 写真で見て

お城に関心を持つきっかけとなったお城です。 「織田信長」 は同じ

時期に始めたゲームの影響でしたが、 日本に来て日本史のことを

勉強し始めたきっかけになる人物でもあります。 ドラマ 「花より男子」

は私が日本の文化に初めて接したものです。 このドラマが面白くて

一人で日本語の勉強を始めました。 「NEWS」 も同じく、 J-POP に

関心を持つきっかけとなったアーティストです。 私の趣味の一つで

ありますが、 パズルが好きで立体パズルをしています。 大阪城、

姫路城、 名古屋城、 江戸城の立体パズルを作りました。

　話が長くなりましたが、 今からは私の目標を簡単に話したいと思

います。 私の目標はこの４つです。

１、日本、韓国だけではなく色んな国の違いを理解する人になりたい。

２、 色んな人と接しながら日本の良さを広げたい。

３、 日本国内を旅行しながらもっと色んな日本を感じたい。

４、 日本と韓国の懸け橋となりたい。

１と２の目標のため、 私はまず日本で勉強することを決めました。

韓国で短期大学に通っていた時、 短期留学をしてた長崎国際大

学に編入することを決めました。 日本人と韓国人だけではなく、 中

国、 ベトナムなどの色んな国の人と一緒に授業を聞きながら、 いろ

んな国の違いを理解する機会がたくさんありましたし、 韓国の良さ

はもちろん、 韓国の人に日本の良さも広げるきっかけがありました。

　

　しかし、 韓国と日本は歴史的に仲のいい関係ではないので、 日

本史を好きな私を理解してくれない人もいました。 そんな私が日本

と韓国がもっと仲良くなるのは何があるのかを考えて研究したいと

思ったのが、 私も好きであるアイドル産業でした。 日本で韓流ブー

ムがあったように、 韓国でも日本のドラマやアイドルが流行った時期

があったのを思い出したのです。 そして、 私が韓国で交流したたく

さんの人が日本のアイドルの魅力を分かってくれたのもあったので、

日本と韓国が仲良くなるのは私たちの世代で関心を引き寄せること

ができるアイドル産業ではないかという結論にたどり、 研究すること

になりました。 続いて３の目標のため頑張ったことです。 観光学科

なので日本の様々なことを勉強することができました。 講義として勉

強を始め、 実際日本のいろんなところを行って日本の良さをたくさ

ん感じました。

　そして、 私が目標に向かって歩けるよう支援をしてくださったのが

私の前にいらっしゃる皆さんです。 米山奨学生になって未熟な日

本語の勉強から始めて、 アルバイトの時間を減らして色んな日本を

感じることができました。 そして、同じ米山奨学生として中国、台湾、

ベトナムなど、 たくさんの友達ができました。 本当にありがとうござ

います。 すごく未熟な日本語で未熟な卓話でしたが、 これからもよ

ろしくお願いします。 ご清聴ありがとうございました。

先週の創立２６周年記念式典 ・ 懇親会では、 皆様方のご協

力により、 立派な思いで深い式典が出来ました。 ありがとう

ざいました。

さて、 本日の例会は米山奨学生の金 スルギさんの卓話に

なっております。 大変楽しみにしております。

野村 和義君
最近、 老眼が進み、 本日メガネを新しく老眼用のメガネに変

えました。 おかげで視界すっきりです。 その証拠にキムスル

ギさんがキムヨナに見えます。

芥川 圭一郎親睦活動委員長
先週末、 沖縄に行ってきました。 ２０数年ぶりにレンタルバイ

クで２４０㎞ツーリングしてきました。 最高に気持ち良かったで

す。
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