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皆様こんにちは。新型コロ
ナウイルスの感染拡大が、大
阪を中心に全国的に広がり
つつあり、佐世保市も昨日は
５人の方の感染が発表され
ました。専門家の間では第 4
波という話も出ております。
そういう暗いニュースのな
か、月曜日に素晴らしいニュ
ースが飛び込んできました。

ゴルフファンのみならず日本中が歓喜をした、ゴルフ
の四大メジャータイトルの一つ、マスターズで松山英
樹選手が優勝しました。日本人そしてアジア人として
も初の快挙です。卓越した才能と、運とそして地道な努
力あっての事だと思います。 

さて、先週の金曜日は、コロナウイルス感染拡大の

為、２カ月延期しておりました延寿会が開催されまし

た。鶴田君、牛島君、井上君、崎元君、馬場君、宮崎

宗長君には無事祈願も終わり、改めてお祝い申しあげ

ます。事前の準備、当日の運営をして頂きました親睦

例会活動委員会の片桐委員長をはじめ委員会の皆様、

そして進行をして頂いた稲次君、あらためてお礼申し

上げます。 

会員皆様のご協力のお陰を持ちまして、今年度のク

ラブの事業がほぼ終了いたしました。そして早速、本

日の夜は次年度の初顔合わせの委員会がございます。

私は一会員として出席させていただきますが、いよい

よ次年度が本格的に動き出します。 

最後に４月１８日（日）は、インターシティ・ミー

ティングがございます。倉科君がパネラーで出席され

ます。残念ながらコロナの関係で会員の方は出席でき

ませんが、会長・副会長・幹事で倉科君の応援も兼ね

て行ってまいります。 

本日はハングル語講師のムンインスン様、ご来訪い

ただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
＊佐世保東南ロータリークラブ 

   ４月２１日（水）１２：００～ 

九十九島動植物園森きらら ※観バラ会の為 

   ４月２８日（水）  

西海市：小嶋産業株式会社 ※職場訪問の為 

２．来信 
  ■佐世保北ロータリークラブ 

・ＩＭ ＷＥＢ配信について 

■佐世保南ロータリークラブ 

・２０２１－２０２２年度  

第２回市内８ＲＣ会長・幹事会 開催のご案内 

５月１４日（金）18：00～ ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ佐世保 

 

 

 

 

 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 

本日はムンインスン様、榎本けいこ様にご来訪いた

だきました。ありがとうございます。先週は延寿会に

ご参加いただきありがとうございました。また準備

をしていただいた親睦例会活動委員会の皆さんも楽

しい運営をしていただきありがとうございました。

今年度の活動もいよいよ終盤となってまいりました。

最後まで気の抜けない状態が続いていくと思います

が気を引き締めていきたいと思います。本日の例会

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

鶴田 明敏君 
先日の延寿会では大変お世話になりました。ありが

とうございました。今後共よろしくお願いします。 

 

西村 浩輝君 
結婚祝いのお花ありがとうございます。 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率７３.９１％：会員数４９名・出席２６名・欠席１４名・出席規定免除会８名・ビジター０名 

前々回の出席２７名・出席規定免除会員９名 
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金婚式まで何年かと数える年になりましたが、まだ

まだロータリーライフを淡々と楽しみたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

山瀧 正久君 
４７回目の結婚記念日を迎えます。これからも元気

で頑張ります。 

 

牛島 義亮君 
古希のお祝いありがとうございました。当日は２時

からお祝いのお酒をいただき感動したと同時に次の

日までしっかり二日酔いしました。今後は健康に気

をつけて皆様にご迷惑をかけないよう努力します。 

 

井上 亮君 
先日の延寿会ありがとうございました。 

おかげさまで無事古希を迎える事ができました。こ

れからも頑張って喜寿の祝いまで生き延びる努力を

します。親睦委員会の皆様に感謝します。 

 

崎元 英伸君 
延寿会でお祝いをして頂きありがとうございます。

今後共よろしくお願いいたします。 

 

池永 隆司君 
結婚記念日のお花ありがとうございます。お花が届

いて気づき、夫婦みずいらずで食事に行くことにな

ってしまいました。 

 

前田 眞澄クラブ管理運営委員長 
片桐 康利親睦例会活動委員長 

４月９日の延寿会は皆様のおかげで賀寿の方６名の

お祝いが無事終わりました。ありがとうございまし

た。 

 

馬場 貴博君 
先日は延寿会にて大変お世話になりました。担当し

て頂いた親睦委員会の皆様には心より御礼申し上げ

ます。 

 

宮﨑 宗長君 
先週の金曜日は延寿会を催していただきありがとう

ございました。お世話をしていただきました親睦例

会活動委員会の片桐委員長・岩政副委員長をはじめ

各委員の皆様、大変ご苦労様でした。お世話になり

ました。さて本日は、国際奉仕委員会のクラブフォ

ーラムとなっています。筒井委員長のお知り合いで

韓国語を教えていらっしゃる「文 任順さん」に卓

話をお願いしています。よろしくお願いします。 

 

結婚記念日のお花、ありがとうございました。昭和

５９年に結婚しましたので、早いもので３７年にな

ります。私の生きてきた人生の半分以上を妻と一緒

に過ごしてきたことになります。捨てられんように

大事にしていかんば・・・ 

 

稲次 賢一君 
「延寿会」では不甲斐ない司会で失礼いたしまし

た。カミカミし過ぎで不快な思いをされた方はすみ

ませんでした。反省はしてます。反省はちゃんとし

ていきます。ただ…久しぶりの司会…楽しかったっ

す！！ 

 

本日の合計    18,000円 

本年度の累計  644,000円 

 

      

    

 

 

 

◆ゲスト卓話◆ 
 
ハングル語講師 文 任順 様 
 
「私が感じた韓国と日本」 

 

안녕하십니까? 

みなさん、はじめまして、こんに

ちは。私は、文 任順ともうします。 

今日はお招きいただき、ありがとうございます。 

人前でお話をすることが、久しぶりなので、緊張して

います。言葉が足らないところもあると思いますが、

どうぞお許しください。 

私は韓国の第三都市である大邱から日本に来ました。 

今はコロナで行くことはむずかしいですが、福岡空港

から直行便で、５０分くらいで行くことができます。 

ずいぶん近くなりました。 

 

私と日本との縁は、私が生まれるずいぶん前のことで

すが、私の祖母の兄が大阪にいたので、その縁で祖母

が韓国から大阪に来て、その後、父が日本で生まれま

した。そして、父が中学生の時に、父の家族は韓国に

帰国しました。それから、時がたって、私が韓国の釜

山で生まれ、その後、大邱に引っ越しして、佐世保に

来るまで、大邱ですごしました。 

祖母は私が小さいころから、日本の事や日本語を教

えてくれました。それで日本に関心を持つようになり

ました。また、日本のアニメも大好きでした。 

その時に楽しみに見たのは、ベルサイユのばら、フラ

ンダースの犬、銀河鉄道９９９、ガッチャマン、キャ
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ンディキャンディなどです。そして成人して、多国籍

のクラブに入って本格的に日本語を学び始めました。 

クラブのお兄さんやお姉さんに日本のドラマを録画し

てもらって、色々見ました。その時に見たのが東京ラ

ブストーリーや１０１回目のプロポーズ、ハチミツと

クローバーでした。あとはラピュタやとなりのトトロ

などで、トトロは５００回見ました。だからほとんど

覚えています。その後就職して、私が働いている会社

で日本語の通訳をしていた時に、今の主人と出会い、

結婚して主人の住んでいた佐世保に来ました。初め

て、佐世保に来た時、福岡のとなりだと聞いていたの

で、福岡空港から高速バスで２時間くらいかかって、

どんどん田舎になっていったので、びっくりしまし

た。なぜなら、大邱は大きな都市で、人も多く、建物

も大きかったので、新しくなる前の佐世保駅を見て、

小さくて古いなぁと思いました。 

それから佐世保に住んで２２年以上になりました。 

今では、静かで、山と海に囲まれていて、自然豊か

で、星もよく見えるのが、佐世保の良いところだと思

っています。 

大邱は内陸部なので、佐世保の魚が本当においしい

です！また、私の家庭はキリスト教の家庭なのです

が、佐世保や平戸や五島には、古いキリスト教の教会

が多く、外国からの巡礼者が多いことにも驚きまし

た。それから、韓国の歴史ドラマに出てくるような顔

の人が多いなぁと思いました。何か縁があるのかなぁ

と考えたりもします。 

佐世保での生活もずいぶん長くなりました。 

今は、韓国語の講師をしています。そして、最近は生

まれつきの能力をいかして、スピリチュアル・アドバ

イザーもしています。関心のある方は、どうぞお声掛

けください。 

 

それでは、韓国の事やコロナ事情などをお話しした

いと思います。 

韓国は日本の約1/4の大きさで、人口は約40％の5130

万人くらいです。日本より狭い土地なのですが、人口

密度は日本より高いので、高層マンションにたくさん

の人が住んでいる感じです。 

最近、今までなかった地震が韓国で起こったので、

韓国に住んでいるわたしの家族が、本当に怖かったと

言っていました。 

韓国人の性格は、短気で、新しいものが好きな人が

多いです。なので、新製品を投入して、売れるかどう

かの市場調査（マーケットリサーチ）をすることも多

いようです。 

今、韓国では、バスが今どのあたりを走っていて、

あと何分で到着するかをバス停に表示しています。 

また、デパートには、入り口に大きなタッチスクリー

ンがあって、それに自分を映して、自分が欲しいも

の、例えば、バッグが欲しいなら、バッグのボタンを

押せば、自分に似合ったバッグを映してくれ、チェッ

クをすることができます。 

それから、冷蔵庫のドアにタブレットがついている

のもあり、中に入れている食品の賞味期限を管理して

くれたり、中に入っているもので作れる料理のレシピ

を出してくれたり、留守中に子どもが帰ってきたら、

アラームとメッセージをしゃべったりします。 

配達も昔からすごく発達していて、公園でも海でも

どこでも配達してくれます。コンビニにはラーメンが

自動でできる機械もあります。今は、日本も進んでき

てはいると思いますが、こんなところは日本よりも少

し進んでいるかもしれません。 

 

それから、韓国のコロナ事情ですが、流行当初は日

本よりも韓国の方が感染者が多かったのですが、今

は、日本の方が多くなりました。今は毎日700人くら

いが感染しています。もちろん、人口の差もあります

が、流行の波の形は日本と似ていると思います。外国

人は空港に着いたらアプリをダウンロードしなければ

なりません。今は、韓国人でも外国人でもアプリをダ

ウンロードして、バーコードを読ませないと店に入る

ことができません。アプリを持たない人は、マイナン

バーを書かないといけません。ワクチンは強制的に打

たなければならないし、注射の期間も決められていま

す。その時も、バーコードやマイナンバーで管理され

ます。また、コロナに感染すると隔離されますが、そ

こでもアプリが管理をして、行動可能範囲を出てしま

うと、電話がかかってくるルールになっています。そ

れでも、いうことを聞かないと警察に逮捕されます。 

その間の食事や日用品は配達され、自分で注文をする

こともできますが、料金は自分で支払わなければなら
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ないようです。 

集会も人数制限をされていますし、違反すると警察に

通報され、つかまったりもします。日本よりも厳しい

と思います。 

 

最後に、韓国語と日本語は、英語や中国語などとは

違って、文の並びも同じです。似ている言葉もたくさ

んありますし、漢字で通じることもあります。今、韓

国と日本は微妙な関係で、近くて遠い国とか言われて

いますが、人と人が心を開いて付き合っていけば、通

じることも多くあると思います。私にも、日本の友達

がたくさんできました。それに、長崎・佐世保は、日

本で韓国に一番近いところです。今はコロナでなかな

か韓国に行けないので、いざとなったら、対馬から船

を借りるか、泳いで行ってもいいかなーと思っていま

す。私はここで少しでも、韓国と日本の友好の懸け橋

となれるように、自分のできるところから頑張ってい

きたいと思います。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 

  

ＳＡＡ：馬場貴博 

次回例会/４月２２日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


