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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 2名 会員 24名 

欠席 1(免除者 0名) 出席率 95.83％ 

前回の修正出席率 91.67％ 前々回の修正出席率 95.83％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 渡辺 久恭  

幹 事 石田 浩二 

第 ２５１１回 例会 
平成２５年１０月１８日（金） 
天候 晴れ 
合唱 奉仕の理想 

四つのテスト 

昨日、会長幹事会が御座いましたので、報告をさせ
て頂きます。本日第９グループ最後のガバナー公式訪
問が足柄ロータリークラブで行われております。 
１．会員増強の件、１０パーセント増強目標でお願い 
します。 

２.地区大会の件 １日目９グループは全クラブ２名 
出席です。２日目の本会議は皆様、宜しく、お願い 
致します。 

３.ガバナーノミニー選出（２0１６～２０１７年度） 
の件 

４. 地区会員増強・会員維持 情報交換会が１１月 
３０日にございます。 

５.「エンド・ポリオ・ナウ・イン藤沢」報告書の件 
９月２８日（土）に開催された藤沢市民祭りの 
第１日目にエンドポリオナウの募金活動を行い 
第３グループの８クラブで主催致しました。第９ 
グループも５月３日・４日・５日で行われる小田原 
北條五代祭りで行う案が出ました。 

６．財団寄付送金についてのお知らせ。ポリオプラス 
４０ドルは出来れば年内に振込んで下さい、その際 
ポリオプラスと書いて下さいとの事です。 

７.青少年交換学生選考会（１１月１６日・１７日） 
定員９名西湘高校２名小田原高校１名提出された。 

８．ＩＭ実行委員会について 
２０１４年１月２１日（火）合同例会、登録受付 
１４:３０で勉強会は 
第１部未来の夢計画事例発表・小田原中ロータリー 
クラブ・障害児ゼロ支援活動 
第２部 講演 ＴＯＭＡコンサルタンツグループ 
藤間秋男先生 目指せ１００年企業！永続企業の 
創り方です。 

１０月２０日（日）は立山ロータリークラブ２５周年
記念式典です。先日、伊藤さんが心配して会長挨拶用
に資料のコピーをくださり、それからあわてて作成に
はいり、西山さんから借りている資料も参考に作成し
伊藤さんに確認して頂いています。本当に助かりまし
た。有難う御座います。 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

ガバナーより 
1．｢地区会員増強･会員維持情報交換会』開催のご案内 
 日時：11月 30日(土)15:00～17:30  
会場：ｻﾞ･ﾎﾃﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌｧｴﾛ 湘南迎賓館 

 会費：３，０００円 
 出席者：細谷信雄会員･石倉幸久会員 

2．｢新会員の集い･大同総会｣のお知らせ 
 日時：11月 30日(土)18:00～20:00  
会場：ｻﾞ･ﾎﾃﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌｧｴﾛ 湘南迎賓館 6階 

 会費：６，０００円  
出席者：細谷信雄会員･石倉幸久会員 

立山ＲＣより 
1．昨日、立山ＲＣより明日の食事会の会費について 
連絡がありました。お一人７，０００円会費で開催 
するそうなので、明日の新幹線で徴収させていただ 
きます。宜しくお願い致します。 

2．｢新会員の集い･大同総会｣のお知らせ 
 日時：11月 30日(土)18:00～20:00 
 会場：ｻﾞ･ﾎﾃﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌｧｴﾛ 湘南迎賓館 6階 
 会費：６，０００円 
 対象者：2009年 7 月１日以降入会の会員  
回答期限：１１月１５日 

連絡事項 
1．明日の集合時間は、7時 40分に湯河原駅改札前と 
なります、尚、車内での飲食については、各自 
お支払い下さいますようお願い致します。 

2．次週の例会は、地区職業奉仕員の山本会員が卓話を 
致しますので、皆様のご出席をお願い致します。 

ビジター 地区米山奨学委員会副委員長 澤田君雄様 

  米山奨学生 趙榮柱(ﾁｮ ﾖﾝｼﾞｭ)様 
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会員誕生日 石川雅雄君 １０月２２日 

結婚記念日 小松雄成君 １０月２１日 

ご婦人誕生日 10月 22日 平間章弘君（真実 様） 

入会記念日 山本明峰君 （１１年･H14.10.18） 

地区米山奨学委員会副委員長 箱根 RC 澤田君雄様 

  本日はお世話になります。 

高知尾朝行君･高橋延幸君 箱根駅伝の予選会で 

湯河原の広報活動をしてきます。 

高杉尚男君･渡辺久恭君 池袋のふくろまつりに 

宮下区会が出演しました。 

渡辺久恭君 趙榮柱(ﾁｮ ﾖﾝｼﾞｭ)様、澤田君雄様、 

本日はよろしくお願い致します。 

渡辺久恭君 立山ＲＣ２５周年記念式典でクラブ 

代表して挨拶をします。 

浅田真隆君 北海道へ旅行に行って、風邪を引いて 

帰ってきました。 

浅田真隆君 本日は米山奨学生の卓話です、米山 

奨学委員長としてスマイルします。 

土屋一弘君 真鶴でビックマウス(サメの一種)が 

捕れて、試食会が行われました。 

スマイルＢＯＸ 

卓 話 

卓話者紹介 地区米山奨学委員副委員長 

              箱根 RC 澤田君雄 様 

卓話   米山奨学生 趙榮柱（チョヨンジュ）様 

 

こんにちは。 

先日は大変お世話になりました。湯河原ロータリーク

ラブで卓話ができて大変嬉しいと思いました。皆さん

はすごく穏やかで素敵な方が多かったと思いま した。 

遅くなりましたが、卓話の原稿を送りさせて頂きます。 

実は急に海外にいってきました。大変申し訳ありませ

ん。 

※ 挨拶 

 こんにちは。まず、こういった場所を借りて皆さん

にお話しができる機会があって大変嬉しく思っていま

す。少し長い時間ですけど、宜しくお願い致します。

本日の卓話の内容は大きく分けて三つです。一つ目は

私の自己紹介、二つ目は皆さんに感謝の言葉、三つ目

は私が日本の生活で感じたことです。 

※自己紹介 

 最初自己紹介から始めさせて頂きます。私も名前は

ヨンジュと申します。中々覚えにくい名前ですが、数

字４０と発音が似ています。だから名前を数字４０だ

と思って下さい。宜しくお願いします。私は韓国の出

身で来日してからは６年目になります。見た目は韓国

人に見えなく、子供の時は親父が外国人と浮気して生

まれた子供だと思ったこともあります。なさけないで

すね。私が来日したきっかけは寿司を学びにきました。

本場で寿司を学んで韓国で本格的な寿司を作りたいと

思ったのですが、 今は寿司と全然違う勉強をしていま

す。でも、私がやっていない分、弟が韓国で寿司職人

として頑張っています。 

 私は現在、慶応義塾大学の 4 年生で日韓の政策につ

いて勉強しています。私が勉強している政策について

話したいのですが、食事後ということで何人かすぐ睡

眠時間に入ると思いますので、ここでやめたいと思っ

ています。最近私がはまってる事は駅近くにある立ち

飲みやでイモ焼酎と牛スジ煮込みを食べる事です。 

イモ焼酎と牛スジ煮込みは本当に絶品ですね。こんな

話しをすると、ただのおっさんじゃんと言われます 

が、今年で３０歳なのでおっさんかもしれないですね。

今度、機会があれば、皆さんと一緒に立ち飲み屋さん

で昼間から酔っぱらっていろいろ話し合いたいと思っ

ています。ここまでで自己紹介を終わらせて頂きます。  

※ 感謝の言葉 

二つ目は皆さんに感謝の言葉を伝えたいと思っていま 

す。なぜかというと、ロータリアンのお陰で就職活動

に専念ができて日本で働けるチャンスを頂いたからで

す。皆さんは私に対しての初対面はどうでしたか？私

は一見おぼっちゃまだと思われがちですが、日本で新

聞配達しながら勉強したこともあり、今までの学費や

生活費を自分で稼ぎながら勉強してきました。このよ

うな環境において就職活動と勉強を両立することは大

変難しいことだと思いました。しかし、米山奨学会か

ら奨学金を頂き、学費を心配せずに、日本で就職活動

に専念できるような環境を頂きまし た。私は皆さんか

ら支えて頂いて、日本の企業に就職する目標にむけて

必死に頑張りました。その結果、来年から日本の企業

で働けるチャンスを頂きました。就職活動は一見大変

な活動だと言われていますが、私は 就職活動している

自分の姿が幸せだと感じました。その理由は日本の企

業について知るきっかけと日本で仕事をする上で、マ

ナーと言葉遣いなど、大変勉強になったからです。 
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 私は来日して新聞配達などで学費を稼ぎながら勉強

をしたからこそ、お金を稼ぐ大変さを知っています。

その為、皆さんから支えて頂いたことを忘れずにこれ

から期待に応えるように日本で働きながら恩返しをし

ていきたいです。そして将来は私も皆さんのようにロ

ータリアンになり、国際貢献ができる人材になりたい

です。 

※日本で感じたこと  

 最後は私が日本で勉強しながら感じた事を皆さんに

話したいと思っています。皆さん、愛という言葉をご

存知ですか？そして最近、口で誰かに愛を言葉で伝え

たことがありますか？ 

 他国での文化や言葉の違いから留学は大変だと言わ

れています。しかし、私は日本の留学生活がとっても

楽しかったです。なぜかというと、日本語を学びたい、

日本の大学で勉強したい、日本で仕事をしたいという

目標があったからです。私がここまで来られた理由は

日本という国を愛したからです。 

 日本は私に新たな愛の形を教えてくれた国です。私

がこの国を愛して、皆さんから愛されたからこそ、日

本で勉強ができる環境を与えられ、 ここまで来ること

ができたと思っています。東アジアの歴史、領土など

の問題で世間は騒いでいます。確かに歴史と領土など

の問題は解決しなけばならないと思っています。しか

し、お互いに理解し、人間同士に愛というものが生ま

れたら国と国の問題ではなく、人類の課題になると思

います。私はロータリーに入って一つやっと分かるよ

うになりました。それは皆さんは国と国同士の付き合

いではなく、人間同士として人間関係を築いていると

思いました。また、国籍や年齢に関わらず、学生は留

学生として一つになろうとしました。こういった多く

の留学生を日本の生活に馴染めるように支援して下さ

る行動もお互いに愛が生まれたからこそできることだ

と思います。 

 最初、私が“口で誰かに愛を 言葉で伝えたことがあ

りますか？”という質問を問いか けたことを覚えてい

ますか？皆さんは愛というものを家族、恋人はもちろ

ん国、人類にも幅を広げて表現していらっしゃる方だ

と思います。これからも皆さんが大切にしている理念

を将来に世界の為に貢献していく人材になりたいと思

っています。 

 長い時間、私の話しを最後まで聞いて下さって誠に

ありがとうございます。ご清聴ありがとうございまし

た。 
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立山ロータリークラブ創立 25周年記念式典 

平成 16 年 8 月 3 日に友好クラブの締結をした、立山ロータ
リークラブの創立 25 周年記念式典が、富山城址公園を望む
１９階建の ANA クラウンプラザホテルを会場に平成２５年
１０月２０日国際ロータリー第２６１０地区ガバナーを始
め立山町長、近隣のロータリアン、湯河原ロータリークラブ
会員、立山ロータリー会員ご夫人等約１００余名を迎えて盛
大に執り行われました。湯河原クラブからは１７名が参加
し、渡辺久恭会長が代表して祝辞を述べました。 
日程(行き) 
平成２５年１０月１９日（土） 
湯河原（7:57）→小田原→（新幹線）→東京→（上越新幹線）
→越後湯沢→（ほくほく線）→富山(12:45)・・・・市内観光 
夜：立山ロータリークラブ会員との懇親会 
10 月 20 日（日）11:00 より式典 12:00 まで 
 祝宴 12:30 より 14:00 まで その中でアトラクションと
して童謡歌手の土屋朱帆さんが十数曲披露し皆さんの良く
知っている童謡で会場を楽しい雰囲気に包みました。 
 14:00 より 16 時前まで立山クラブ会員との交流会をもち、
ホテルより富山駅までバスで送ってもらいました。 
帰路は  
富山（16:57）→（ほくほく線）→越後湯沢→（上越新幹線）
→東京→（新幹線）→小田原→（Ｈ城山さんバス）湯河原
（21:45 頃）       全員無事帰着 
 
ご祝辞   
湯河原ロータリークラブ 会長 渡辺久恭 
本日は、立山ロータリークラブの皆様方創立２５周年を迎え
られ誠におめでとうございます。また、記念式典へお招き頂
き誠にありがとうございます。  湯河原ロータリークラブ
会員一同を代表致しまして心よりお祝い申し上げます。 
立山ロータリークラブが湯河原ロータリークラブとの出会
いは、当時の大辻立山町長と米岡湯河原町長が同じロータリ
アンであった事、又 青年時代から親交があった事などから
立山町と湯河原町が姉妹都市になりました。 
その翌年ロータリー創立 100 周年記念事業の一環として平
成 16 年 8 月 3 日立山ロータリークラブと湯河原ロータリー
クラブが友好クラブとして締結を致しました。 
両クラブの締結記念として平成 16 年 11 月 12 日に立山ロー
タリークラブから寄贈されたソメイヨシノを湯河原千歳川
沿いと五所神社境内に、また翌年平成 17 年 5 月 12 日に湯河
原ロータリークラブから寄贈した紅梅と白梅を前沢中央公
園に立山・湯河原両クラブのロータリアンの手で記念植樹し
ました。その後周年行事毎にお互いに交流をしてロータリー
の友情を深めて来たと考えています。 
一昨年の湯河原ロータリークラブ 50 周年記念式典では、立
山ロータリークラブの会員の皆さまとご夫人方に多数ご出
席頂き友情を深めたことを覚えています。 
今年 6 月 14 日の湯河原ロータリークラブの例会に大辻会長
（当時会長エレクト）が 25 周年記念の件でお見えになった
時のご挨拶の中で上市クラブ、越中八尾クラブの 3 クラブ合
同の事業活動を計画されている事をお話された事に関し、立
山ロータリーの奉仕活動に対する取り組み方に大変感銘を
受けました。私も他クラブに積極的に訪問しより良い奉仕活
動のために努力して行きたいと思います。ロータリーの奉仕
活動は会員同士及びクラブ同士仲良く・楽しく行っていく事
により活動がうまく行えると思います。 
これからも両クラブの友好関係が末永く続き、立山ロータリ
ークラブの益々のご発展と会員・ご家族の皆様のご健勝とご
多幸を祈念してお祝いのご挨拶とさせて頂きます。 


