
【芳賀町　ロマンの碑】

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
宇都宮90⇒東武ホテルグランデ 真岡西⇒ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ静風 宇都宮西⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 小山東⇒ｳﾞｨﾗ･ﾃﾞ･ﾏﾘｱｰｼﾞｭ

小山中央⇒思　水　荘 宇都宮⇒東武ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ 益子⇒益子ｶﾝﾄﾘｰ 宇都宮北⇒宇都宮ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

宇都宮東⇒ﾎﾃﾙﾆｭｰｲﾀﾔ しもつけ⇒石橋商工会館

                      会長　田村浩次　　幹事　久保康夫　　会報委員（市村忠男・栁田尚宏・坂本光・太田浩彰・渡邉佳寛）

国際ロータリークラブ会長テーマ 「世界へのプレゼントになろう」

真岡ロータリークラブ会長テーマ 「入りて学び 出でて奉仕せよ」

２０１６．５．１９ ＮＯ．２７９８

国際ロータリー第２５５０地区

真岡ロータリークラブ 会長 田村 浩次

■司会

■点鐘

■ロータリーソング

■お客様

副ＳＡＡ 久保 賢司 君

会長 田村 浩次 君

我らの生業

米山奨学生 チュア・チー・シェン君

■会長挨拶 会長 田村 浩次 君

皆さん、こんにちは。初めに、今日のお客様をご紹介致

します。米山奨学生「蔡」君、ようこそお出で下さいました。

今月は蔡君の誕生月なのでプレゼントを用意しております。

今日はプログラムに若干変更があります。皆様新聞でご

存じの通り、当クラブの名誉会員日下田實様がマナスル

登頂60周年を記念してネパールの大統領から招待されま
した。これを機に来週日下田様に卓話を戴くことになり、来

週予定していた炉辺会合発表の一部を本日の例会で行う

ことになりました。見目会員には来週真岡ＲＣからも９名が

参加する国際大会に向けて、韓国の風習やマナーに関す

る長時間のレクチャーをお願いしていたのですが、短めの

内容として戴きたく、ご了承の程お願いいたします。簡単

にはなりますが、韓国出身の奥様と国際結婚をなさってい

る見目会員から、実生活に基づいた有効なアドバイスを聞

くことができるでしょう。見目会員、どうぞよろしくお願いい

たします。以上、会長挨拶と致します。

■米山奨学金および誕生祝い授与

チュア・チー・シェン 君

チュア君、今日が誕生日です！
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●田村浩次会長

今日のプログラムの内容変更に皆様のご理解をいた

だきありがとうございます。来週当クラブ名誉会員日

下田實様の卓話を予定しています。多くの会員の皆様

の例会参加をお願いします。

●久保康夫幹事

楽しい炉辺会合まっさかりです。お忙しい中よろし

くお願い致します。

見目さん、卓話ありがとうございます。時間の都合

でカットになるかもしれませんがお許し下さい。

●宇賀神裕一エレクト

炉辺会合第１班、昨日開催しました。参加された皆

様ありがとうございました。とても有意義な会合でし

た。

●岡本俊夫会員

篠原泉ＰＰ残念の極みでありますが、お孫さんの天

国での至福を祈ります。

昨夜は炉辺会合宇賀神さん、お世話になりました。

次回例会日下田名誉会員をお招きしての例会であり

ます。出席100％例会とさせて頂きます。大堀さんお

めでとう!!

●福原一郎会員

見目さん、卓話楽しみにしていました。

金子さん、炉辺会合の座長役ご苦労様でした。

●広瀬紀夫会員

大堀さん復帰を歓迎して。

見目さん、楽しい卓話期待しています。

●海老原均会員

各座長様、炉辺会合のまとめよろしくお願いいたし

ます。いかにクラブを変えられるかは会長、幹事では

なく会員の皆様にかかっています。

見目さんの卓話を聞けることは世界大会のマナーの

基礎となります。よろしくお願い致します。

●木村慎太郎会員

国民に秘密にすることは何もない。

●野澤巧会員

今夜は３班のテーブルミーティングです。関係者の皆様

よろしくお願い申し上げます。また昨日、三島駅から伊豆

の国、熱海方面に行ってきました。尾崎紅葉の小説で有

名な熱海で、お宮の松、2011年に熱海ＲＣの方々の寄贈
で建てられた金色夜叉の碑を見て、大変感動して参りまし

た。ＲＣの方々の活躍に感心して帰って来ました。

最後に、お宮の松を見て疑問が湧いておりますので、あ

とで信頼できる岡本先輩に聞いてみようと思っております。

「家内はお宮タイプかどうか？」…よろしくお願いします。
●金子正男会員

本日の炉辺発表よろしくお願い致します。５～６分の昼

寝タイムを有効にお過ごし下さい。

●大堀文雄会員

長い間休み、目を治して良く見えるようになりました。

●大越正和会員

昨日の炉辺会合お世話になりました。座長の宇賀神エ

レクト発表よろしくお願いします。

次頁へつづく

①熊本地震義援金について

17日、ガバナー事務所へスマイルボックスから10万円
を送りました。

②プログラム変更について

本日、炉辺会合１班・２班・４班の発表となりました。２６

日は日下田實様の卓話です。100％の出席をもって日下
田様をお迎えしたいと思います。３班と５班の発表は６月

２日になりました。また、２日の例会後、クラブ協議会が

あります。

③親睦ゴルフコンペについて

明日20日にゴルフコンペがありますが、２次会を「さな
え」で午後４：００～５：００に始めます。出席委員長は２次

会もメイクとして認めるそうなので、ゴルフをやらない方も

積極的に参加して下さい。

以上です。

■本日のスマイルボックス 柳澤 正弘 君

見目 良一 君

■幹事報告 幹事 久保 康夫 君

■委員会報告 副幹事 市村 忠男 君

会長方針は本来クラブ協議会でお渡しするもので

すが、事業計画を立てる際の参考になるよう今日配

布致しました。詳細に関しては６月２日に新会長か

ら説明がありますので、とりあえず目を通しておい

て戴きたいと思います。

2



●岡本佳男会員

炉辺会合第２班、金子正男班長さん大変お世話に

なりました。充実した夜を過ごさせていただきまし

た。発表宜しくお願いいたします。

●豊田光弘会員

本日は、見目スマイル委員長卓話「韓国のマナー

について」しっかりと拝聴させていただきます。

●久保賢司会員

辻パスト会長、新酒の鑑評会において見事「桜

川」が金賞を受賞されましたね。本当におめでとう

ございます。

●渡邉佳寛会員

炉辺会合の座長の皆様、発表ご苦労様です。

見目さん、時間が回ってくることをお祈りしてお

ります。

●平石典嗣会員

炉辺発表のみなさま、卓話の見目様、本日はご苦

労様でございます。暑くなってまいりましたので、

会員のみなさま、お体に気をつけてお過ごし下さい

ませ！

●馬場照夫会員

昨夜の１班炉辺会合、宇賀神座長をはじめ、皆様

にはお世話になりました。有意義な時間でした。ま

た、ご利用をいただきありがとうございました。

本日の見目会員の卓話、ゆっくり拝聴します。ご

苦労様です。

・真岡市・芳賀町・市貝町在住の高校生がいいので

はないか。

・継続事業にしていかなければならない。

・人数なのか、金額なのか慎重に検討していかなけ

ればならない。

・地元密着型の事業に

した方がよい。

・カウンセラーが

必要ではないか。

・クラブの行事に

参加させることも

必要である。

以上です。ありがとうございました。

■炉辺会合報告 第１班座長 宇賀神裕一 君

第１班の炉辺会合は昨日１８日水曜日、フォー

シーズン静風において、出席者８名に久保幹事を加

え、合計９名で行われました。

①今年度の反省と来年度での改善点

・（褒め言葉として）幹事さんのアクティブ過ぎる

点が見られた。

・会長、幹事は素晴らしい。ラストまで気を抜かな

いように頑張ってほしい。

・青少年奉仕の少年サッカー大会・少女バレー大会

は委員会メンバーも３年継続なので、前委員長が

バックアップする必要がある。

・親睦家族旅行に今まで参加しなかったことを反省。

皆さんにも是非参加してほしい。

・毎週木曜日が楽しみになる、来やすい雰囲気がい

い。

・外部卓話をもう少し多くしたほうがいい。

・色んな人と話が出来るように、例会時の座席指定

をして欲しい。

②国旗及びロータリ一旗の購入について

・今までの旗は、大事に保存しておく。

・幅は同じだが、長さのコンパクトな横タイプの旗

がいいのではないか。

③真岡ＲＣ独自の事業案について

・奨学金制度がいいのではないか。

・基本的には返済義務は無し。

■炉辺会合報告 第２班座長 金子 正男 君

第２班の会合は１７日火曜日、元禄そばで行われ

ました。メンバーは８名、久保幹事をオブザーバー

に迎えました。

①今年度の反省と来年度の改善点

・今年度の会長、幹事の方針に沿って楽しくロータ

リー活動を送ることができればいいのではないか。

・最近は若い経験の浅い会長が就任せざるを得ない

ので、古い（ベテランの）会員は優しくアドバイス

を送った方がよい。

・上に立つとなかなかやりたい事業ができず、ロー

タリーを引っ張ることの難しさが見えてくる。（会

長経験者談）

・入会後にクラブに馴染めない会員には先輩がもっ

と指導し、ロータリーのイロハを優しく教えてはど

うか。

・情報委員会（五大委員会）とロータリー情報委員

会の仕事をよりはっきりと分けるべきではないか。

・ロータリー情報委員会を３年委員会にしたらどう

か。

・田村、久保年度は二人の間合いが良い。

・社会奉仕活動は３年程度で他の機関に委ねるのは

どうか。

・増強が難しい中、退会者を出さないようロータ

リー活動を楽しみながら、地域と共に歩むことが大

切では無いか。

・元気で頑張っている岡部、杉村、宇南山、両篠原

ＰＰを我々は見習い、福原、岡本、辻、海老原、石

田ＰＰにはまだまだ現役として頑張っていただきた

い。

②国旗およびロータリー旗の購入について

・古い歴史のあるものだが保存しておくのであれば、

新しくしても問題ない。ただし、桐箱などは高く付

く。

・国旗などは常に綺麗なものが良い。

・ロータリー旗は変わったのか。あるいは２つのパ

ターンあるのか。

※幹事談：上に「ＭＯＫＡ」と入っている公式のも

のとそうでないものの２種類がある。

次頁へつづく
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※編集者注：炉辺会合において発表された各個人の意見は
すべて箇条書きで表記した。

■内部卓話 見目 良一 君

演題 「韓国のマナーについて」

②真岡ロータリー独白の事業に付いて

・奨学金事業は、総論賛成。これから特別委員会で

もんでもらいたい。

・家庭の収入など、個人情報の取り扱いに注意しな

ければならない。

・独自奨学金事業の先進地事例を検証した方がよい。

・地域内の小・中・高校の全国大会上位入賞者への

ロータリー表彰制度はどうか。（地域における広報

活動にも繋がる）

・ロータリーアクトを立ち上げ、ロータリーアクト

内での奨学生、および交歓留学生の選考。

・米山奨学生として当クラブでお預かりしていた、

カトマンズのマヘス君の事が気になる。地震で壊滅

してしまった地元の小・中・高校の再建は進んでい

るだろうか。

③今年度の反省と来年度での改善点

・今年度出席率100％達成が出来なかった事が反省点。

次年度の改善点としては出席率100％に出来る限り近

づけたい。また、ロータリーのしくみをもっと理解

したい。

・集約すると、反省点は「過ぎたるは及ばざるが如

し」となり、改善点は「太い笥が育つ、ロータリー

の土壌を作ろう」となる。

以上です。ありがとうございました。

・古い物も大事にしてほしい。

・旗も良いが、井頭の散歩コースにあるＲＣの名入

りの看板がボロボロなので修理してはどうか。何で

も設置して終わりではなく、管理が旗と同様に大切

である。

③真岡ＲＣ独自の事業案について

・奨学金制度の設置は良い事だが、調査データ等々

出るのであれば出して慎重に進めてほしい。

・教育とは人の心を育てることなので、小・中・高

のどの辺りを対象にするべきなのか。

・日本にも20％ぐらい食べられない子供がいるが、

なかなか見えてこない。そんな貧困家庭の子を学校

や地区などと連携を取り、ＲＣが助けるのも社会奉

仕ではないか。そんな事業を興して３年くらいで他

の機関に委ねるのも良いのではないか。

・昔は親は水を飲んでも子供に食べさせたのに、今

は子供に食べさせないでパチンコをしている親もい

る。そういう子を助けられる事業をやりたい。

・あしなが奨学金のような、金を出しても恩に着せ

ない事業が良い。

・米山奨学金は対象が外国人ばかりである。すでに

戦後70年経っているのだから国内にも目を向け、一

人でも助けられるような事業であってほしい。

・事業を興すには覚悟を持って取り組んでほしい。

・囲碁、将棋をしている子供たちに、他クラブの賛

同を得ながらＲＣ賞を与えるなど、少額で済む事業

を興してはどうか。ただし、３年くらいで連盟など

他の機関に委ねる。

・（事業とは関係無いが）米山奨学生が自分の国に

帰らないのでは日本との架け橋にならない。

・困っている人や意欲のある人をどうやって見つけ

て奨学金事業を興していくか。真実をいかに見つけ

るか。広げ過ぎないよう注意しながら、少しずつク

リアしていきたい。

・慎重に、かつスピード感を持って全会員で進めて

いける事業であってほしい。

以上です。ありがとうございました。

■炉辺会合報告 第４班座長 石塚 龍夫 君

第４班の炉辺会合は１７日火曜日、市貝町のお食

事処「司」にて行われました。参加者は７名でした。

①国旗およびロータリー旗の購入について

・全員賛成

・大小２セット程度用意したらどうか。

・歴史を感じさせる現在のものをオーバーホールで

きないか。

「韓国文化を知ればもっと楽しい」という資料をもとに、

韓国のマナーについてご説明いたします。

韓国は「近くて遠い国」から「近くて近い国」になってきま

した。韓流のアイドル、整形大国（女性の90％以上が整
形をしている）、マッサージ、徴兵、チマ・チョゴリなどで有

名です。

①ハングルについて

「ハン」が偉大なる 、「グル」が文字、という意味です。○

や柀が見られますが、ローマ字と同様に母音と子音の組

み合わせなので、その仕組みがわかれば読むことができ

ます。ただし、３種類の発音がある「パ」などは日本人に

は区別できないでしょう。

中国語や英語には助詞「て・に・を・は」がありませんが、

韓国語には助詞があるので、文法は日本語とそっくりで

す。また「注意」や「視力」など、同じ発音の単語もありま

す。日帝時代の名残で、「うどん」「玉葱」「あんこ」「爪切

り」などもそのまま通じます。

次頁へつづく
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石井誠出席委員

久保賢司副ＳＡＡ

ただ、韓国人は「ツ」と「ズ」の発音が苦手です。また、

「カ」と「ガ」の区別も難しいようです。「カメラ」と「ガメラ」が

同じように聞こえます。

②食事について

料理の特徴としては、米を主食としニンニクやネギ、生

姜など香味野菜がたくさん使われているのが特徴です。

食堂で定食を注文すると、頼んだ物以外にキムチやナム

ルなどのおかずがたくさん出てきます。それらはお代わり

しても無料です。

日本と異なる食べるときのマナーとして、まず韓国では

箸を縦方向に置きます。お椀を手に持って口に近づける

のもいけません。お椀を置いて手で押さえ、ご飯を口に運

ぶのが正しい作法です。逆に、日本では食堂などで「ねこ

まんま」（ご飯に味噌汁をかけたものなど）を作るとマナー

違反ですが、韓国では皆さんやっているので、「ねこまん

ま」をスプーンで食べるのは全くＯＫです。

なお、資料には「座敷では、女性もあぐらをかいていた

り、立膝で食事をするのですが、これはチマチョゴリを着

ている時に、美しく見える座り方なのです。」とありますが、

実際にはもっと深い理由があります。昔の朝鮮や韓国は、

歴史的に９００回も中国・モンゴル・日本に侵略されてい

ます。そのような悲しい歴史があるため、戦えない女・子

供はすぐに逃げることができるような格好で食事をするの

が習慣となりました。つまり、立て膝は逃げるための格好

なのです。

③住居について

詳しいことは私にもわかりませんが、オンドルは非常に

温かいです。真冬でも半袖でいられるほどです。

④伝統衣装について

女性は胸下辺りから長い「チマ」というスカートをはきま

す。胸から上に着るのが「チョゴリ」で、両方合わせて「チ

マ・チョゴリ」と呼びます。

⑤誕生日などのお祝いについて

韓国では誕生日にわかめスープ（ミヨック）を食べます

が、生まれて１００日目にも盛大なお祝いをします。親戚

が８親等の「はとこ」ぐらいまで、ときには40～50人も集ま
ります。私の子供の時は親戚が金の指輪を持ち寄って赤

ん坊にはめさせ、写真を撮りました。その指輪は後で溶

かして、本物の指輪に作りかえました。

⑥徴兵制について

以前は３年だったのですが、現在は２年半（３０ヶ月）の

徴兵制があります。台湾にも同様の徴兵制があるようで

す。

※編集者注：韓国の兵役服務期間は現在２１ヶ月。台湾

は１年間だが、1994年以降に生まれた者から４ヶ月に短
縮されている。

⑦教育について

韓国は日本よりも遥かに厳しい学歴社会です。「大学受

験の成功＝将来が約束される」という考えがあって、子供

たちはかなりの割合で塾に通い、図書館などでも勉強し

ています。夏休みには「英語村」に入り、英語しか話せな

い環境でネイティブの英語を必死で学ぶという習慣もあり

ます。そのため、韓国には英語を話せる人が多いのです

が、ただ、現在は韓国も不況で、大学を出ても正社員に

なれない人が増えてきました。一時の日本と同じ状況と

言えそうです。それでもとにかく、韓国の子供たちは今で

も一生懸命に勉強しています。

⑧お風呂について

各家庭の浴槽は飾り物になっていて、家では湯船に浸

かることはほとんどなく、シャワーだけで終わってしまいま

す。ただ、サウナなどではきちんと湯船に浸かっているよ

うです。

⑨割り勘について

韓国では、立場が上の人や、その時もてなす側の人が、

まとめて支払いをします。先輩・後輩の場合は先輩が、男

女の場合は男が払います。友達同士の場合は、どちらか

がまとめて払い、次に食べに行った時にもう一方が払うと

いう形です。

⑩酒席でのマナーについて

グラスに酒など入っている場合には注ぎ足しはしません。

飲み終えてから注ぎます。韓国では、亡くなった人に対す

る儀式の際に、お酒を注ぎ足すという行為があるからで

す。空のグラスを渡されたら、注いでもらい、自分のグラ

スを全部空けた後、空いたグラスを相手に渡してお酒を

注ぎます。「お酒を酌み交わすこと＝情を酌み交わすこ

と」という行為です。ただし、これを続けるとそのうち倒れ

ますので気をつけて下さい。

ちなみに韓国では、「女性が家族や親戚以外の男性に

むやみにお酌をすることは良くない」という儒教的な考え

が残っています。ですから、身内・親戚以外の人には酒を

注ぎません。

⑪交通について

韓国ではタクシー・地下鉄・バスの料金が全体的に安い

です。ただ、地下鉄は切符の買い方がやや面倒です。ま

ず、「１回用交通カード」を買うのですが、そのカードには

「保証金」の５００ウォンが含まれていますので、料金より

５００ウォン多いお金を支払わなければなりません。その

保証金は改札を出た後、「カード保証金返還機」に入れる

と戻ってくる仕組みになっています。

私からの説明は以上です。どうもありがとうございまし

た。
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24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木

※出席数の（　）は出席免除者の出席を表す

前回までのスマイル繰越金

月
初
例
会

（
炉
辺
発
表

）

例
会

（
会
長
・
幹
事
総
括

）

14,000

2,212,300
46,000

0
14,000

2,321,970

0
46,000

2,258,300

会員

前回までのその他繰越金

ビジター
合計

５月１９日

出席義務

累計
前回までの米山繰越金

米　　山

■出席報告

93.62%

特
別
休
会

事前ＭＵ 事後ＭＵ
45

例会日

５月 ６月
■月間予定

最
終
例
会

（
夜
間

）

特
別
休
会

在籍５１名 出席免除７名（資格者２名　＋　有理由者５名）

補正後４月２８日

49,670
0

49,670

例
会

（
外
部
卓
話

）

その他
累計
合計金額

累計

44
1 0

出席率 本年度累計出席率

－

出席 欠席

2
43（2） 3
38（2） 6 86.96%

93.43%
5月出席率12月出席率 1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率

92.05% 91.99% 93.79% 93.62% 93.22%84.74% 97.52% 96.73% 92.00% 96.45%
11月出席率6月出席率7月出席率 8月出席率 9月出席率 10月出席率

５月２６日（木）

＜外部卓話＞

真岡ロータリークラブ名誉会員

日下田 實 様

＜炉辺会合報告＞

第３班座長 野澤 巧君

■本日のプログラム ■次回のプログラム

６月２日（木）

＜月初会＞

誕生日祝・結婚記念日祝

＜炉辺会合報告＞

第５班座長 市村 忠男 君

＜クラブ協議会＞

■５月１９日のお食事■５月１９日までのスマイルボックス

6


