
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         
◎司会      ＳＡＡ・親睦委員会 猪股 末男 

 

                           
◎点鐘             会長 伊藤 英也 

                                           

◎ロータリーソング 「日も風も星も」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

 

◎お客様紹介          会長 伊藤 英也 

 地区米山学友委員         中野 陽一様  
                                ｲ ﾋｮﾝｼﾞｭ 
 米山奨学生             李 炯宙君 

 

◎会務報告           会長 伊藤 英也 

 本日は会務報告はありません。 

 

◎幹事報告           幹事  宮本  誠

ホテルからのお知らせで、１２月１４日～１７日、ホ

テルの改装があり、事務局のフロアにエレベーターが

止まりません。４階から階段で上がる事になります。 

 

【 委員会報告 】 

 

◎ＳＡＡ・親睦委員会    委員長 足立潤三郎 

 １０月、１１月はいろいろな行事があり、ご苦労様

でした。１２月には１６日にクリスマス例会がござい

ます。出席予定回覧を廻していますが、本年は会員当

人と奥様、お子様、お孫様参加のクリスマス例会の予

定です。詳しい内容については後日お知らせ致します。 

 

◎障がい者テニススクール   

実行委員長 小泉  博 

 障がい者テニススクール、１１月５日（木）お蔭様

で無事終了致しました。ありがとうございました。 

参加障がい者の方、全部で２６名になりました。前年

度も２６名でしたので、前年雨にも係わらずやった甲

斐があったかなと思っています。中学生のボランティ

アが１１０名、当クラブの会員が２３名、合計１５９

名の参加となりました。何はさて置き、好天に恵まれ

気持ちの良い 1 日でした。障がい者の方が１名かすり

傷を負いましたが、吉沢クリニックの迅速なテープ貼

りの処置で事なきを得て、杉田さんに保険もお願いし 

 

 

 

ていましたが、お世話になる事も無く済みました。後

は決算報告とか市への報告とか残っておりますが、一 

応ここで皆様に無事に終わった事をご報告いたします。

ありがとうございました。 

 

◎募金活動委員会       委員長 猪俣 末男 

 ただ今回覧を回しております寄付予定表、サインさ

れていない方もいらっしゃると思いますが、是非とも

ご協力をお願いします。少しご自分の小遣いを節約し

ていただきまして、一つよろしくお願いいたします。 

 

◎出席報告 出席奨励委員会  小田良生委員長 

                   

  会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３２名 
  出席者数     出席義務者    ２０名 
           出席義務免除者   ４名                               

           事前ＭＵ      ２名  
  出席率            ７２．２２ ％ 
第 900回例会（11/4）訂正出席率７８．３８％  

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会 

                 岩野 京子 

伊藤 英也 地区米山委員中野陽一様ようこそい

らっしゃいました。李 炯宙さん 

      卓話宜しくお願いします。 

宮本  誠 李 炯宙君の卓話楽しみですネ。 

足立潤三郎 中野様ようこそ。今日はご苦労様 

      です。 

赤尾 恭雄 中野様、本日は有難うございます。 

      米山奨学生 李 炯宙さん卓話楽し

みにしています。 

遠藤 二郎 中野様ようこそ。 

萩生田政由 米山奨学生 李 炯宙君卓話楽しみ

にしています。 

猪股 末男 今日は司会なので！ 

岩野 京子 李 炯宙さん卓話たのしみです。 

      よろしく！ 

菊池  敏 中野陽一様、イヒョンジュ様卓話 

      よろしくお願いします。 

小泉  博 お客様ようこそ。皆さんテニスお疲

れ様でした。 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

                       

     

          

 

                

             

          
            
 
 
 
 
 
    

     

 
 

 
 
 
 

 

 

             
 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２００９～２０１０年度 

 

友情そして交流の輪を深め人生を高めよう                
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会長 伊藤 英也   幹事 宮本 誠  
会報・記録委員長 小泉 博   委員 萩生田政由・片山哲也・小林正裕 
副委員長      大松 誠二   小田良生・海野榮一・山田勍・吉沢洋景 



宮村  宏 障がい者テニス いい天気で良かっ

たですネ！ご協力感謝します。 

村上  久 次女がやっとお嫁にいけました 

      長女はまだ家にいるので宜しくお願

いします。 

中谷 綋子 お久し振り。 

小田 良生 ようやく冬の始まりになったようで

すね！ 

齋藤 誠寿 前回、前々回と腸閉塞の為出席でき

ず、残念でした。 

関岡 俊二 イヒョンジュさん卓話楽しみにして

います。 

津守 弘範 イヒョンジュさん卓話楽しみにして

います。 

海野 榮一 あっという間に立冬......。 

  

本日の合計￥２５，０００（累計￥４４０，８１０ ） 

  

◎幹事  宮本  誠 

先ほど猪俣さん、募金の話であまり強調されなかっ

たのですが、今廻している回覧は米山の寄付をやりま

すという予約の回覧ですので、一万円もしくは、望む

らくはどなたか 10 万円くらいどうぞよろしくお願い

します。ロータリー財団の方も$100 或いは$1,000 ご協

力をお願いしたいということで廻っております。 

 

≪卓話≫ 
 

◎進行    米山奨学生カウンセラー 津守 弘範 

 

＊ 卓話者紹介及び米山奨学制度について   

地区米山学友委員 中野陽一様  

李 炯宙君は、東京電気通信大学修士一年生、専門

は情報工学、家庭では日本人の奥様とお子様がいると

聴いています。米山の選考の時から日韓親善の為に尽

力したいとの希望があり、大変期待している人材です。 

私が李君の卓話に同行しましたのは一つの目的があり

まして、先ほどからお話が出ております寄付のお願い

も兼ねております。最近寄付額が少なくなっていまし

て、ちょっと危ない状況です。現在 800 名の米山奨学

生、このままですとその数を減らさねばならない状況

になってしまいます。当地区の個人の平均寄付額は

17,900 円ですが、一人当たり２万円程度の寄付があり

ますと、ちょうど現状の奨学生を確保できます。昨今

の厳しい情勢の中でこういうお願いをするのは大変心

苦しいのですが、是非皆様のお志をよろしくお願いし

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎卓話 「世界に広がる日本人の親切さ」 
                   イ ﾋｮﾝｼﾞｭ 
            米山奨学生 李 炯宙 君 

みなさんこんにちは、米山奨学生の李 炯宙と申しま

す。僕は２年前に日本人と結婚して２２ヶ月の娘がい

ます。妻は韓国語がとても上手く韓国の文化について

も深く理解しています。僕も日本人と結婚して日本人

になるかも知れない子供がいて、半分日本人のような

ものです。これからそういうことを活かして社会に貢

献できたら良いなと思っています。このクラブの例会

に参加して半年くらいたちましたが、いろんな先生の

素晴しい卓話を聞いたりして個人的にも大変勉強にな

っていますし、障がい者テニスや子供 110 番など、み

なさんの活動を見て、自分もこのような社会にとって

有益な人間になりたいと思いました。 

今日はとても緊張していますが、温かい目で見ていた

だきたいと思います。 

僕が日本に来たのは５年くらい前で、高校を卒業した

ばかりで外国も初めて、とても不安でした。到着した

次の日に調布市役所に外国人登録に行かねばならず、

市役所の人の日本語がちゃんと分かるかどうかとても

不安でした。ところが、市役所の人は僕が外国人と気

付くと本当に親切に分かり易い日本語で何度もゆっく

り話してくれました。日本に来る前は、歴史の授業で

日本の植民地だった時代の事を習ったり、日本人は表

では良いけど裏では悪口ばかり言うなどと聞いて強い

反日感情を持っていましたが、市役所の人の親切で一

遍に印象が変わってしまいました。韓国では公務員が

優しく接してくれることなど考えられませんし、レス

トラン等の従業員のマナーもとても悪いのです。日本

では皆とても丁寧で親切なのでびっくりしました。 

日本人は他人と争って勝つのではなく、他人に合わせ

て共に喜ぶ国民性があります。そういう親切な国民性

が歴史的な悪いイメージを払拭してくれると思います。

その国に良いイメージを持つかどうかは実際にそこに

行った時に親切にしてもらったりすることが大きいと

思います。僕の義理の祖母も、韓国に対して良い感情

を持っていませんでしたが、去年韓国に行って街は綺

麗だし食べ物が美味しいし、すっかり韓国が好きにな

って帰ってきました。日本人の親切さによって日本が

外国人にとって生活しやすい国になっています。ただ

差別がない訳でもありません。飛行機のチケットを買

う時に最初に言った値段と後で違う事を言われ何度も

交渉をしましたが、日本人の彼女に変わってもらった

らすぐに解決して少し悲しい思いをしたことがありま

す。でも感じた差別はそんな小さなものだけです。韓

国でも日本人が住むにはいろんな差別があると思いま

す。例えば１３桁の住民番号があって、新幹線の切符

を買うのでもそれが必要です。外国人には大変だと思

いますが、日本では役所でも学校でも街でも困ってい

ると親切な人が助けてくれます。僕は日本人の親切さ

は世界の全ての人が親切になることに寄与すると思い

ます。日本で生活しているうちに、ちょっとぶつかっ

たりした時にスミマセンと言ったり、約束や時間をき

ちんと守って他人に迷惑をかけないという習慣が身に

付き、韓国に帰った時も自然に出てきます。日本の社

会はとても平和的でみんな親切です。韓国では日本人



は表では良いことを言うけど裏では悪口を言うと、よ

く言いますが、それは当然のことだと思います。韓国

では表でも裏でも悪口を言いますから、それに比べれ

ば全然良いです。私が身につけた小さな親切の一つが、

その人と自分の間だけでは無く、それを見た人が真似

をして、どんどん広がっていくと思うのです。親切は

お互いの信頼と愛の芽を吹かせる魔法のような物だと

思います。皆さんの親切が世界に広がって歴史の闇と

戦争の苦しみを癒し、この世界の全ての人々が平和と

愛のあふれる中で心から手を取り合えるようになるこ

とを僕は心から願っています。ご静聴ありがとうござ

いました。 

 

＊ 米山奨学生カウンセラー      津守 弘範 

李 炯宙さん今日は本当にありがとうございます。韓

国からいらしてわずか５

年の間にこんな素晴らし

い事を体験されたという

ことも、米山奨学金によ

るご縁があってのことと

思います。地区委員の中

野様も、彼がこんな素晴

らしい卓話をしたことを

他のクラブにも伝えていただければと思います。 

 

◎お礼の言葉          会長 伊藤 英也 

李 炯宙さん卓話ありがとうございます。中野陽一

さんありがとうございます。卓話を聞いて、良い人に

米山奨学生で来ていただいて良かったなと思いました。

これからも日本と韓国のために親善をつくしていだだ

ければと思います。 

 

◎米山学友委員    東京たまがわＲＣ 中野陽一様 

李 炯宙君を本当に良いクラブに預かっていただい

て感謝しております。話の中に差別と言う言葉があり

ましたが、米山奨学金もこれまで中国と韓国の学生は

大学院からでないと採用しないという規準がありまし

たが、次年度からはこれを撤廃することになりました

ことをご報告いたします。 

私のクラブの話で恐縮ですが、今年が創立２０周年

でございまして、来年３月７日新宿の京王プラザホテ

ルで式典を行う予定になっております。詳細決まり次

第改めてご挨拶に伺いますので、その節はよろしくお

願いいたします。 

 

◎その他        

＊会員増強委員長 村上  久 

現在会員数３８名ですが、今年はなんとか４０人に

したいと考えています。活動をやっていく上で最低で

も４０人いればなと思いま

す。会員増強については、皆

さん少しお忘れになってい

るかもしれませんが、是非と

も会員一人ひとりのご協力

をいただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

＊プログラム委員会      委員長 海野 榮一 

来週は夜例会ですので特にプログラムはありません、

その次の１２／２は柴崎さんのイニシエーションスピ

ーチ、次の９日は吉沢先生にインフルエンザ関連、業

界の事情などをお話いただきます。１６日はクリスマ

ス例会、明けて６日は寿例会です。1 月１３日は久し

ぶりに親睦移動炉辺例会としてボーリングをやろうと、

吉沢ご夫妻にお願いしております。1 月２０日は南極

探検に行かれた山梨大学の先生にお願いしております。

１時間２０分くらいの卓話になると思いますが、ひょ

っとしたら滅多に体験出来ないプレゼントがあるかも

知れません。平日の昼間ですが、李君も興味があった

ら是非来て下さい。２月のプラスミーティングは小坂

会員の紹介で、東京薬科大学の先生に環境自然との調

和について、薬学的な見地から卓話をいただきます。 

今年度のプラスミーティングのテーマは自然環境との

調和です。まだ２～３回ございますので、もしこのテ

ーマに沿ってお話いただけるような良い方がいらした

らご紹介下さい。 

  

 

 ◎点鐘            会長 伊藤 英也 

 

           （今週の担当 小林 正裕 ） 
 


