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本日　２月７日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観　　梅　　夜　　間　　例　　会

次週　２月14日㈬

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2365回　例会報告／平成30年１月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、今日は１月
31日、年明けから１ヵ月
が過ぎようとしています。
インフルエンザが流行し
ています。皆さん気を付

けてくださいと言っていたら、肝心要の土居
幹事がダウンしてしまいました。本来、今日
はお嬢さんの卒業式で、松本副幹事にお願い
していたようですが、インフルエンザに罹っ
てしまい卒業式どころではないようです。
　ロータリークラブは1905年に誕生。日本に
最初にできたのが1920年10月、東京ＲＣです。
今日は、東京ＲＣを創設した米山先生と福島
喜三次さんとの出会いについて、お話します。
米山先生は大正６年９月13日、政府の財政経
済委員に任命され、８名で12月15日にアメリ
カに行きます。米山先生は当時49歳、三井銀
行の常務取締役でした。
　福島喜三次さんは1881年、佐賀県有田出身、
長﨑商業学校から東京高等商業学校（現・一
橋大学）を卒業と同時に1904年三井物産に入
社。翌年ニューヨークに転勤になり、オクラ
ホマ、ダラスで勤務。日本では第一次大戦の
活況に湧き、綿花の輸入が増大、輸入量の26
％を三井物産が占めていたそうです。三井物
産の現地法人の子会社をオクラホマに設立、

福島さんはそこのナンバー２。この現地法人
は多数のアメリカ人と一部ドイツ人を雇い、
着実に成績を上げていきます。明治45年、福
島さんはダラスに移り、綿花部の最高責任者
となります。
　大正７年元旦、アメリカで米山先生（49歳）
と福島さん（36歳）は出会います。東京ＲＣ
を創立時、米山先生が会長、福島さんが幹事
となります。
　本日は、「日本で生活しながら感じたこと」
と題して、米山記念奨学生のチャン・スンフ
ンさんの卓話です。
◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　川北　敬彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　チャン・スンフンさん
◇親睦委員会より
・２月７日は観梅夜間例会です。また、２月

21日、18時30分より城西館にて内田さんの
送別会を行います。参加をよろしくお願い
します。

・毎年恒例の日帰り旅行は、５月27日㈰を予
定しています。詳細は後日ご案内しますの
で、よろしくお願いします。

◇国際奉仕委員会より
　2018－19年度の短期交換派遣学生の募集が
来ています。７月26日から８月16日まで、ア
メリカのニュージャージ州に派遣します。ク
ラブの締切は2月21日としますので、高校生
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もしくは大学生の推薦があれば、事務局の河
野さんまでお願いします。
◇会　長　報　告
・１月27日のＩＭは、本会議184名、懇親会

153名、当クラブからは10名が参加しまし
た。松本副幹事が素晴らしい発表をしまし

た。まだ、高知県内では祭日のある週の例
会は休みといったことは、していない。現
状どおりが大半でした。

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・２月のロータリーレートは１ドル110円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

はないかと言った心配があったのですが、い
ざ日本に来てみると、韓国の文化が好きです。
韓国語を教えてください。韓国のドラマが好
きです。と言われてありがたいなと思いまし
た。ですから、高知県と韓国が姉妹関係にな
ればいいなと思っていたところ、2016年10月
31日、高知県と全羅南道に姉妹協定が締結さ
れ、韓国祭りが行われたり、イオンなどでは
韓国の物を紹介や販売するようになりました。
　日本では、「おはよう」「こんにちは」「こん
ばんわ」と朝昼晩挨拶が変わります。韓国で
は「アンニョハセヨ」だけです。韓国も日本
と同じように四季があります。ソウルは新潟
や福島、釜山は横浜、チェジュ島は高知や福
岡辺りの気候です。韓国語は、朝鮮王朝の第
４代目の王、世宗（セジョン）によって作ら
れました。当時、庶民は喋ることはできても、
文字に表すことが難しい漢字を習得できませ
んでした。そのため、庶民が学びやすく、す
ぐに習得できるように韓国語をつくりました。
　韓国では、旧正月など伝統的な日はチマ
チョゴリを着て親戚などに挨拶に行きます。
日本では個性を生かした服を着ていますが、
韓国のカップルはよくペアの服を着ています。
代表的な料理は、キムチ、チヂミ、ビビンバ、
プルコギ、サムゲタン、カルビ、夏に良く食
べる冷麺などがあります。日本では札幌や博

多など、たくさんのラーメンがありますが、
韓国はインスタントラーメンだけです。お酒
も、日本は水割りを飲みますが、韓国にはあ
りません。その代わり、ビールと焼酎を一緒
に飲む爆弾酒というものがあります。乾杯の
ときは一気に全部を飲まなければいけません。
韓国の自動販売機はジュースしか置いていま
せんが、日本はタバコやお酒、お米、味噌汁、
さらに花束まであります。
　日本のタクシーは自動でドアが開閉します
が、韓国のタクシーは自分でドアを開け閉め
します。日本のバスは種類が多く、町に不法
駐車はありませんしクラクションも鳴らしま
せん。町もきれいです。そして、日本には偽
物がありません。　
　日本人は、すぐに「すみません」と言いま
す。ちょっと肩が触れても、人の家を訪ねる
ときも、まず「すみません」を付け加えます。
そして、人の悪口を言わない。相手のことを
考えて、傷つけないようにはっきりノーと言
わない。これらは見習わなければいけないと
思いました。
　私は、４月から大阪の会社で内定をもらっ
て働くことになります。高知大学で学んだこ
とを生かして、これからは日韓の架け橋とな
るグローバル人材として頑張りたいと思いま
す。ありがとうございました。

「日本で生活しながら
　　　　　　　感じたこと」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  チャン・スンフン 氏

　私は、チャン・スンフンと申します。1990
年生まれ、韓国の大邱（テグ）の出身です。
テグはソウル、釜山に次ぐ韓国の第３都市で
す。現在、高知大学人文学部国際社会コミュ
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が韓国語を学ぶとき、誤りやすい韓国語の助
詞についてというテーマで卒論を書きました。
　私が留学先に日本を選んだ理由は、高校に
通っていたとき義務として日本語を勉強して
いる内にどんどん面白くなって、日本とはど
ういうところかと興味が深くなり、日本文化
を学びたい、日本に留学したいと思うように
なりました。最初は、学費が安くて、留学生
が早く卒業できる長崎短期大学に入学しまし
た。しかし、２年では日本のことを全て知る
ことはできなくて、長崎と同じ国際社会コミ
ュニケーションの学科があり、学費が自分の
力で行ける国立大学である高知大学を選びま
した。
　高知で生活するようになった私が興味を覚
えたのは、まずは坂本龍馬です。あっちに行
ってもこっちに行っても坂本龍馬の名前が出
てきます。日本中で坂本龍馬を知らない人は
いないといっても過言ではないと思い、龍馬
について勉強するようになりました。また、
高知というと高知城です。大阪城に行ったと
きは、中にエレベーターがありがっかりしま
したが、高知城で驚いたのは、江戸時代のま
ま保存されていることです。木の匂いがして、

留学生である私にはとても珍しく、昔の日本
を感じることができました。
　次がひろめ市場です。お酒が好きな人がい
っぱいいてすぐに友達になれます。カツオの
タタキをまず食べてみろと言われて、スライ
スしたニンニクと一緒に食べると、とてもお
いしくてたくさん食べました。韓国の料理に
もニンニクを多く使います。高知は山や海、
川がいっぱいで、桂浜、室戸、仁淀川。仁淀
川の滝つぼはエメラルド色で、本当にきれい
で卒業する前に行けて良かったと思いました。
留学生には、はりまや橋よりも仁淀川を薦め
たいと思いました。次は路面電車です。観光
客はほとんど都会に行きますので、こんな路
面電車を見ることはできません。アンパンマ
ンやいろんな絵の描いてある路面電車は、本
当に面白いと思いました。最後は田内千鶴子
です。高知大学で知り合った友達の影響で、
田内千鶴子を知り私自身非常に勉強になりま
した。
　例えば、都会だと留学生が何かをしようと
しても、競争率が高くてなかなか難しいと思
います。けれども、高知の場合は、祭りに参
加したり、ラジオやスピーチコンテストに出
たり、さらに、ロータリーでスピーチをする
など、勉強だけではなくさまざまなことを体
験し、日本の文化をより深く学ぶようになり
ました。韓国で報道される日本に関するニュ
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 ● 柳澤光秋　今度の週末は東予と高松のＩＭ
です。ＩＭはあと鳴門で終了。
 ● 大川内孝典　米山奨学生の高知北ＲＣ、川
北カウンセラー様、米山奨学生、チャン・ス
ンフン君、今日は卓話ありがとうございまし
た。
 ● 松本隆之　先日はＩＭで東ロータリーの代
表として発表してまいりました。また、本日
は初の幹事の代役を務めさせていただきまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　中村でのＩＭ、皆さまお疲れ
様でした。松本さん発表ありがとうございま
した。東クラブからもっと大勢の応援があっ
たら良かったと思いました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件
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１月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
２月14日㈬　ロータリー休日
２月21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」
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や福島、釜山は横浜、チェジュ島は高知や福
岡辺りの気候です。韓国語は、朝鮮王朝の第
４代目の王、世宗（セジョン）によって作ら
れました。当時、庶民は喋ることはできても、
文字に表すことが難しい漢字を習得できませ
んでした。そのため、庶民が学びやすく、す
ぐに習得できるように韓国語をつくりました。
　韓国では、旧正月など伝統的な日はチマ
チョゴリを着て親戚などに挨拶に行きます。
日本では個性を生かした服を着ていますが、
韓国のカップルはよくペアの服を着ています。
代表的な料理は、キムチ、チヂミ、ビビンバ、
プルコギ、サムゲタン、カルビ、夏に良く食
べる冷麺などがあります。日本では札幌や博

多など、たくさんのラーメンがありますが、
韓国はインスタントラーメンだけです。お酒
も、日本は水割りを飲みますが、韓国にはあ
りません。その代わり、ビールと焼酎を一緒
に飲む爆弾酒というものがあります。乾杯の
ときは一気に全部を飲まなければいけません。
韓国の自動販売機はジュースしか置いていま
せんが、日本はタバコやお酒、お米、味噌汁、
さらに花束まであります。
　日本のタクシーは自動でドアが開閉します
が、韓国のタクシーは自分でドアを開け閉め
します。日本のバスは種類が多く、町に不法
駐車はありませんしクラクションも鳴らしま
せん。町もきれいです。そして、日本には偽
物がありません。　
　日本人は、すぐに「すみません」と言いま
す。ちょっと肩が触れても、人の家を訪ねる
ときも、まず「すみません」を付け加えます。
そして、人の悪口を言わない。相手のことを
考えて、傷つけないようにはっきりノーと言
わない。これらは見習わなければいけないと
思いました。
　私は、４月から大阪の会社で内定をもらっ
て働くことになります。高知大学で学んだこ
とを生かして、これからは日韓の架け橋とな
るグローバル人材として頑張りたいと思いま
す。ありがとうございました。

「日本で生活しながら
　　　　　　　感じたこと」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  チャン・スンフン 氏

　私は、チャン・スンフンと申します。1990
年生まれ、韓国の大邱（テグ）の出身です。
テグはソウル、釜山に次ぐ韓国の第３都市で
す。現在、高知大学人文学部国際社会コミュ
ニケーション学科で勉強しています。日本人
が韓国語を学ぶとき、誤りやすい韓国語の助
詞についてというテーマで卒論を書きました。
　私が留学先に日本を選んだ理由は、高校に
通っていたとき義務として日本語を勉強して
いる内にどんどん面白くなって、日本とはど
ういうところかと興味が深くなり、日本文化
を学びたい、日本に留学したいと思うように
なりました。最初は、学費が安くて、留学生
が早く卒業できる長崎短期大学に入学しまし
た。しかし、２年では日本のことを全て知る
ことはできなくて、長崎と同じ国際社会コミ
ュニケーションの学科があり、学費が自分の
力で行ける国立大学である高知大学を選びま
した。
　高知で生活するようになった私が興味を覚
えたのは、まずは坂本龍馬です。あっちに行
ってもこっちに行っても坂本龍馬の名前が出
てきます。日本中で坂本龍馬を知らない人は
いないといっても過言ではないと思い、龍馬
について勉強するようになりました。また、
高知というと高知城です。大阪城に行ったと
きは、中にエレベーターがありがっかりしま
したが、高知城で驚いたのは、江戸時代のま
ま保存されていることです。木の匂いがして、

留学生である私にはとても珍しく、昔の日本
を感じることができました。
　次がひろめ市場です。お酒が好きな人がい
っぱいいてすぐに友達になれます。カツオの
タタキをまず食べてみろと言われて、スライ
スしたニンニクと一緒に食べると、とてもお
いしくてたくさん食べました。韓国の料理に
もニンニクを多く使います。高知は山や海、
川がいっぱいで、桂浜、室戸、仁淀川。仁淀
川の滝つぼはエメラルド色で、本当にきれい
で卒業する前に行けて良かったと思いました。
留学生には、はりまや橋よりも仁淀川を薦め
たいと思いました。次は路面電車です。観光
客はほとんど都会に行きますので、こんな路
面電車を見ることはできません。アンパンマ
ンやいろんな絵の描いてある路面電車は、本
当に面白いと思いました。最後は田内千鶴子
です。高知大学で知り合った友達の影響で、
田内千鶴子を知り私自身非常に勉強になりま
した。
　例えば、都会だと留学生が何かをしようと
しても、競争率が高くてなかなか難しいと思
います。けれども、高知の場合は、祭りに参
加したり、ラジオやスピーチコンテストに出
たり、さらに、ロータリーでスピーチをする
など、勉強だけではなくさまざまなことを体
験し、日本の文化をより深く学ぶようになり
ました。韓国で報道される日本に関するニュ
ースを見ると、留学するといじめられるので

１月31日

１月17日

総数
－5 57

出席
38

欠席
3
休　　　会

メイク
アップ HC出席率

66.67％

出席率
94.23％11

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　今度の週末は東予と高松のＩＭ
です。ＩＭはあと鳴門で終了。
 ● 大川内孝典　米山奨学生の高知北ＲＣ、川
北カウンセラー様、米山奨学生、チャン・ス
ンフン君、今日は卓話ありがとうございまし
た。
 ● 松本隆之　先日はＩＭで東ロータリーの代
表として発表してまいりました。また、本日
は初の幹事の代役を務めさせていただきまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　中村でのＩＭ、皆さまお疲れ
様でした。松本さん発表ありがとうございま
した。東クラブからもっと大勢の応援があっ
たら良かったと思いました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,185,940円

7,650円

1,193,590円

13,566円

385円

13,951円

1,199,506円

8,035円

1,207,541円

チビニコ 合　計

１月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
２月14日㈬　ロータリー休日
２月21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」
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本日　２月７日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観　　梅　　夜　　間　　例　　会

次週　２月14日㈬

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2365回　例会報告／平成30年１月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、今日は１月
31日、年明けから１ヵ月
が過ぎようとしています。
インフルエンザが流行し
ています。皆さん気を付

けてくださいと言っていたら、肝心要の土居
幹事がダウンしてしまいました。本来、今日
はお嬢さんの卒業式で、松本副幹事にお願い
していたようですが、インフルエンザに罹っ
てしまい卒業式どころではないようです。
　ロータリークラブは1905年に誕生。日本に
最初にできたのが1920年10月、東京ＲＣです。
今日は、東京ＲＣを創設した米山先生と福島
喜三次さんとの出会いについて、お話します。
米山先生は大正６年９月13日、政府の財政経
済委員に任命され、８名で12月15日にアメリ
カに行きます。米山先生は当時49歳、三井銀
行の常務取締役でした。
　福島喜三次さんは1881年、佐賀県有田出身、
長﨑商業学校から東京高等商業学校（現・一
橋大学）を卒業と同時に1904年三井物産に入
社。翌年ニューヨークに転勤になり、オクラ
ホマ、ダラスで勤務。日本では第一次大戦の
活況に湧き、綿花の輸入が増大、輸入量の26
％を三井物産が占めていたそうです。三井物
産の現地法人の子会社をオクラホマに設立、

福島さんはそこのナンバー２。この現地法人
は多数のアメリカ人と一部ドイツ人を雇い、
着実に成績を上げていきます。明治45年、福
島さんはダラスに移り、綿花部の最高責任者
となります。
　大正７年元旦、アメリカで米山先生（49歳）
と福島さん（36歳）は出会います。東京ＲＣ
を創立時、米山先生が会長、福島さんが幹事
となります。
　本日は、「日本で生活しながら感じたこと」
と題して、米山記念奨学生のチャン・スンフ
ンさんの卓話です。
◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　川北　敬彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　チャン・スンフンさん
◇親睦委員会より
・２月７日は観梅夜間例会です。また、２月

21日、18時30分より城西館にて内田さんの
送別会を行います。参加をよろしくお願い
します。

・毎年恒例の日帰り旅行は、５月27日㈰を予
定しています。詳細は後日ご案内しますの
で、よろしくお願いします。

◇国際奉仕委員会より
　2018－19年度の短期交換派遣学生の募集が
来ています。７月26日から８月16日まで、ア
メリカのニュージャージ州に派遣します。ク
ラブの締切は2月21日としますので、高校生

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

もしくは大学生の推薦があれば、事務局の河
野さんまでお願いします。
◇会　長　報　告
・１月27日のＩＭは、本会議184名、懇親会

153名、当クラブからは10名が参加しまし
た。松本副幹事が素晴らしい発表をしまし

た。まだ、高知県内では祭日のある週の例
会は休みといったことは、していない。現
状どおりが大半でした。

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・２月のロータリーレートは１ドル110円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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験し、日本の文化をより深く学ぶようになり
ました。韓国で報道される日本に関するニュ
ースを見ると、留学するといじめられるので

１月31日

１月17日
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　今度の週末は東予と高松のＩＭ
です。ＩＭはあと鳴門で終了。
 ● 大川内孝典　米山奨学生の高知北ＲＣ、川
北カウンセラー様、米山奨学生、チャン・ス
ンフン君、今日は卓話ありがとうございまし
た。
 ● 松本隆之　先日はＩＭで東ロータリーの代
表として発表してまいりました。また、本日
は初の幹事の代役を務めさせていただきまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　中村でのＩＭ、皆さまお疲れ
様でした。松本さん発表ありがとうございま
した。東クラブからもっと大勢の応援があっ
たら良かったと思いました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,185,940円

7,650円

1,193,590円

13,566円

385円

13,951円

1,199,506円

8,035円

1,207,541円

チビニコ 合　計

１月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
２月14日㈬　ロータリー休日
２月21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」
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本日　２月７日㈬ 18：30  得月樓

　　　 　観　　梅　　夜　　間　　例　　会

次週　２月14日㈬

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2365回　例会報告／平成30年１月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
早いもので、今日は１月
31日、年明けから１ヵ月
が過ぎようとしています。
インフルエンザが流行し
ています。皆さん気を付

けてくださいと言っていたら、肝心要の土居
幹事がダウンしてしまいました。本来、今日
はお嬢さんの卒業式で、松本副幹事にお願い
していたようですが、インフルエンザに罹っ
てしまい卒業式どころではないようです。
　ロータリークラブは1905年に誕生。日本に
最初にできたのが1920年10月、東京ＲＣです。
今日は、東京ＲＣを創設した米山先生と福島
喜三次さんとの出会いについて、お話します。
米山先生は大正６年９月13日、政府の財政経
済委員に任命され、８名で12月15日にアメリ
カに行きます。米山先生は当時49歳、三井銀
行の常務取締役でした。
　福島喜三次さんは1881年、佐賀県有田出身、
長﨑商業学校から東京高等商業学校（現・一
橋大学）を卒業と同時に1904年三井物産に入
社。翌年ニューヨークに転勤になり、オクラ
ホマ、ダラスで勤務。日本では第一次大戦の
活況に湧き、綿花の輸入が増大、輸入量の26
％を三井物産が占めていたそうです。三井物
産の現地法人の子会社をオクラホマに設立、

福島さんはそこのナンバー２。この現地法人
は多数のアメリカ人と一部ドイツ人を雇い、
着実に成績を上げていきます。明治45年、福
島さんはダラスに移り、綿花部の最高責任者
となります。
　大正７年元旦、アメリカで米山先生（49歳）
と福島さん（36歳）は出会います。東京ＲＣ
を創立時、米山先生が会長、福島さんが幹事
となります。
　本日は、「日本で生活しながら感じたこと」
と題して、米山記念奨学生のチャン・スンフ
ンさんの卓話です。
◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　川北　敬彦 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　チャン・スンフンさん
◇親睦委員会より
・２月７日は観梅夜間例会です。また、２月

21日、18時30分より城西館にて内田さんの
送別会を行います。参加をよろしくお願い
します。

・毎年恒例の日帰り旅行は、５月27日㈰を予
定しています。詳細は後日ご案内しますの
で、よろしくお願いします。

◇国際奉仕委員会より
　2018－19年度の短期交換派遣学生の募集が
来ています。７月26日から８月16日まで、ア
メリカのニュージャージ州に派遣します。ク
ラブの締切は2月21日としますので、高校生

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

もしくは大学生の推薦があれば、事務局の河
野さんまでお願いします。
◇会　長　報　告
・１月27日のＩＭは、本会議184名、懇親会

153名、当クラブからは10名が参加しまし
た。松本副幹事が素晴らしい発表をしまし

た。まだ、高知県内では祭日のある週の例
会は休みといったことは、していない。現
状どおりが大半でした。

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。
・２月のロータリーレートは１ドル110円です。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

はないかと言った心配があったのですが、い
ざ日本に来てみると、韓国の文化が好きです。
韓国語を教えてください。韓国のドラマが好
きです。と言われてありがたいなと思いまし
た。ですから、高知県と韓国が姉妹関係にな
ればいいなと思っていたところ、2016年10月
31日、高知県と全羅南道に姉妹協定が締結さ
れ、韓国祭りが行われたり、イオンなどでは
韓国の物を紹介や販売するようになりました。
　日本では、「おはよう」「こんにちは」「こん
ばんわ」と朝昼晩挨拶が変わります。韓国で
は「アンニョハセヨ」だけです。韓国も日本
と同じように四季があります。ソウルは新潟
や福島、釜山は横浜、チェジュ島は高知や福
岡辺りの気候です。韓国語は、朝鮮王朝の第
４代目の王、世宗（セジョン）によって作ら
れました。当時、庶民は喋ることはできても、
文字に表すことが難しい漢字を習得できませ
んでした。そのため、庶民が学びやすく、す
ぐに習得できるように韓国語をつくりました。
　韓国では、旧正月など伝統的な日はチマ
チョゴリを着て親戚などに挨拶に行きます。
日本では個性を生かした服を着ていますが、
韓国のカップルはよくペアの服を着ています。
代表的な料理は、キムチ、チヂミ、ビビンバ、
プルコギ、サムゲタン、カルビ、夏に良く食
べる冷麺などがあります。日本では札幌や博

多など、たくさんのラーメンがありますが、
韓国はインスタントラーメンだけです。お酒
も、日本は水割りを飲みますが、韓国にはあ
りません。その代わり、ビールと焼酎を一緒
に飲む爆弾酒というものがあります。乾杯の
ときは一気に全部を飲まなければいけません。
韓国の自動販売機はジュースしか置いていま
せんが、日本はタバコやお酒、お米、味噌汁、
さらに花束まであります。
　日本のタクシーは自動でドアが開閉します
が、韓国のタクシーは自分でドアを開け閉め
します。日本のバスは種類が多く、町に不法
駐車はありませんしクラクションも鳴らしま
せん。町もきれいです。そして、日本には偽
物がありません。　
　日本人は、すぐに「すみません」と言いま
す。ちょっと肩が触れても、人の家を訪ねる
ときも、まず「すみません」を付け加えます。
そして、人の悪口を言わない。相手のことを
考えて、傷つけないようにはっきりノーと言
わない。これらは見習わなければいけないと
思いました。
　私は、４月から大阪の会社で内定をもらっ
て働くことになります。高知大学で学んだこ
とを生かして、これからは日韓の架け橋とな
るグローバル人材として頑張りたいと思いま
す。ありがとうございました。

「日本で生活しながら
　　　　　　　感じたこと」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  チャン・スンフン 氏

　私は、チャン・スンフンと申します。1990
年生まれ、韓国の大邱（テグ）の出身です。
テグはソウル、釜山に次ぐ韓国の第３都市で
す。現在、高知大学人文学部国際社会コミュ
ニケーション学科で勉強しています。日本人
が韓国語を学ぶとき、誤りやすい韓国語の助
詞についてというテーマで卒論を書きました。
　私が留学先に日本を選んだ理由は、高校に
通っていたとき義務として日本語を勉強して
いる内にどんどん面白くなって、日本とはど
ういうところかと興味が深くなり、日本文化
を学びたい、日本に留学したいと思うように
なりました。最初は、学費が安くて、留学生
が早く卒業できる長崎短期大学に入学しまし
た。しかし、２年では日本のことを全て知る
ことはできなくて、長崎と同じ国際社会コミ
ュニケーションの学科があり、学費が自分の
力で行ける国立大学である高知大学を選びま
した。
　高知で生活するようになった私が興味を覚
えたのは、まずは坂本龍馬です。あっちに行
ってもこっちに行っても坂本龍馬の名前が出
てきます。日本中で坂本龍馬を知らない人は
いないといっても過言ではないと思い、龍馬
について勉強するようになりました。また、
高知というと高知城です。大阪城に行ったと
きは、中にエレベーターがありがっかりしま
したが、高知城で驚いたのは、江戸時代のま
ま保存されていることです。木の匂いがして、

留学生である私にはとても珍しく、昔の日本
を感じることができました。
　次がひろめ市場です。お酒が好きな人がい
っぱいいてすぐに友達になれます。カツオの
タタキをまず食べてみろと言われて、スライ
スしたニンニクと一緒に食べると、とてもお
いしくてたくさん食べました。韓国の料理に
もニンニクを多く使います。高知は山や海、
川がいっぱいで、桂浜、室戸、仁淀川。仁淀
川の滝つぼはエメラルド色で、本当にきれい
で卒業する前に行けて良かったと思いました。
留学生には、はりまや橋よりも仁淀川を薦め
たいと思いました。次は路面電車です。観光
客はほとんど都会に行きますので、こんな路
面電車を見ることはできません。アンパンマ
ンやいろんな絵の描いてある路面電車は、本
当に面白いと思いました。最後は田内千鶴子
です。高知大学で知り合った友達の影響で、
田内千鶴子を知り私自身非常に勉強になりま
した。
　例えば、都会だと留学生が何かをしようと
しても、競争率が高くてなかなか難しいと思
います。けれども、高知の場合は、祭りに参
加したり、ラジオやスピーチコンテストに出
たり、さらに、ロータリーでスピーチをする
など、勉強だけではなくさまざまなことを体
験し、日本の文化をより深く学ぶようになり
ました。韓国で報道される日本に関するニュ
ースを見ると、留学するといじめられるので
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◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　今度の週末は東予と高松のＩＭ
です。ＩＭはあと鳴門で終了。
 ● 大川内孝典　米山奨学生の高知北ＲＣ、川
北カウンセラー様、米山奨学生、チャン・ス
ンフン君、今日は卓話ありがとうございまし
た。
 ● 松本隆之　先日はＩＭで東ロータリーの代
表として発表してまいりました。また、本日
は初の幹事の代役を務めさせていただきまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● 福岡満喜子　中村でのＩＭ、皆さまお疲れ
様でした。松本さん発表ありがとうございま
した。東クラブからもっと大勢の応援があっ
たら良かったと思いました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　１件

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,185,940円

7,650円

1,193,590円

13,566円

385円

13,951円

1,199,506円

8,035円

1,207,541円

チビニコ 合　計

１月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
２月14日㈬　ロータリー休日
２月21日㈬　職場例会
　　　　　　（高知県立牧野植物園）
　　　　　　　　卓話：里見　和彦 氏
２月23日㈮　国際ロータリー創立記念日
　　　　　　　及び世界理解と平和の日
２月25日㈰　PETS・DTTS
　　　　　　（新居浜ＲＣ・

　　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜）
２月28日㈬　役員会
３月７日㈬　定例理事会
情報集会
　３月13日㈫～15日㈭18：30～（城西館）
　３月14日㈬13：30～（ザ クラウンパレス）
３月21日㈬　休会（春分の日）
３月28日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　２月９日㈮　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　２月15日㈭　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　２月22日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月23日㈮　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月27日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ　
　　　　　　　３月６日㈫　香長ＲＣとの合同夜間例会
香長ＲＣ　　　３月６日㈫　夜間例会
高知中央ＲＣ　３月８日㈭　職場例会
香長ＲＣ　　　３月13日㈫　3/25物部川河川敷清掃作業に変更
高知北ＲＣ　　３月19日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月20日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　３月22日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月23日㈮　職場例会
高知北ＲＣ　　３月26日㈪　花見家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　３月27日㈫　3/29花見例会に振替
香長ＲＣ　　　３月27日㈫　花見例会
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ・ワンコ Vol.2」
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