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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 
「ガールスカウトのめざすもの」  

ガールスカウト千葉県第２１団  

団委員長 大内史枝様 

 

前回例会報告（１０月２５日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

 

 

 
ソングリーダー       佐藤直子副ＳＡＡ 

副島賢治会員 

ビジター紹介： 

地区米山記念奨学委員長 冨 一美様 
（成田空港南 RC） 

米山奨学生 ウ スンユン様 （卓話者） 

2016学年度米山奨学生 金秀斌様  

会長挨拶 

この一週間は台風に振り回されましたが、皆

様方被害はいかがでしたでしょうか。本日は、

地区米山記念奨学委員長冨一美様、米山奨学生

ウスンユン君がお見えです。冨委員長には、前

年度私が米山カウンセラーで大変お世話になり

ました。 

 まず、台風の名前についてお話します。ハリ

ケーンには人名が付くことは良く知られていま

す。以前は米国の陸海軍の気象学者が愛妻やガ

ールフレンドの名前を付けていましたが、男女

同権に反するということで１９７９年より男女

交互の名前を付けるよう変わりました。カトリ

ーナ、アンドリュー、アレンなどなど、中々お

洒落ですね。台風にもアジア名がありまして、

今回の台風２１号は「嵐（ラン）」です。１４カ

国の政府間組織からなる「台風委員会」（マニラ）

がそれぞれ１０ずつの名前を提示し、計１４０

の名前リストを作成し発生順に名前を使用しま

す。「嵐（ラン）」はリスト１３９番目で昨日発

生した２２号が１４０番目の名前「サオラー」

になり、次がリストの１番目に戻ります。日本

が提示した名前は、てんびん、やぎ、ウサギ、

カジキ、カンムリ、クジラなど、有名でない星

座の名前だそうです。各国の名前も地味な名前

ばかりであり、人名を付けたハリケーンに比べ

なかなか定着しそうもありませんね。  

 さて、米山奨学生がお見えですので、前年度

カウンセラーを経験した感想を述べさせていた

だきます。１６年２月３日の理事会で米山奨学

生金君の受け入れと私がカウンセラーとなるこ
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とが決まりスタートしました。地区での行事は

オリエンテーション、研修会、バーベキュー大

会、新年会等があり、最後は感動の修了式、歓

送会で終わりました。その間にカウンセラーの

所見を２回提出、また金君を含め３人の奨学生

に卓話をお願いしました。金君とは付かず離れ

ずの関係、ちょうどよい距離を保って接したつ

もりです。何かあったらすぐ電話で連絡するこ

とをよくいい言い聞かせ、そしてなるべく例会、

夜の行事には誘うようにし、本人も積極的に出

席しました。 

 米山奨学生制度のすばらしさは改めて言うま

でもありませんが、世話クラブにとってもメリ

ットが大きいと思います。子供、孫のような外

国の若者と接することにより異文化を感じ、そ

して成長を見て我々の物の見方も変わり世界が

広がります。奨学生から学ぶことがたくさんあ

り刺激的でもあります。それがクラブの活性化、

又おのおのの仕事にも好影響を与える気がしま

す。 

 最後に、来年度もぜひ米山奨学生をお世話さ

せていただきたく冨委員長にお願いしまして会

長挨拶とします。 

幹 事 報 告 

1. 地区大会記念ゴルフ延期のお知らせ 

…ガバナー事務所 

2. 銚子市国際交流協会設立総会のご案内   

会員申込書     …銚子市企画課 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

11月 16日(木)休会 19日創立記念例会へ振替の為 

   23日(木)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

会員の記念日   

☆入会記念日 神津裕之会員（10月 19日） 

☆創業記念日 石毛英俊会員（10月 22日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧地区米山記念奨学委員長 冨一美様 

本日は米山卓話にお招き頂き

有難うございました。 

 

 

✧ 松本 恭一会長 

前年度カウンセラーでお世話

になりました。冨委員長及び

金斌君が例会に来て下さいま

した。 

 

卓  話 

「米山奨学生クラブ卓話訪問にあたり」 

地区米山記念奨学委員長 冨 一美様 

（成田空港南 RC） 
皆様こんにちは。 

只今ご紹介をいただ

きました今年度地区

米山記念奨学委員長

を仰せつかっており

ます成田空港南 RC

の 冨と申します。本

日は米山卓話にお招

きをいただきまして

誠にありがとうございます。奨学生共々お礼を

申し上げます。 

また、銚子 RC の皆様には、日頃から米山奨学

事業への活動にご理解とご協力をいただきまし

て、重ねて御礼と感謝を申し上げます。 

さて、ここで、本日の卓話者である「ウ・スン

ユン君」のプロフィールを簡単にご紹介いたし

ます。 

①まず、出身は韓国です。 

②大学は中央学院大学商学部の学部課程の４年

生で、学科は社会科学、専攻は国際ビジネスコ

ースです。 

特に、特記すべき事項として中央学院大学の八

木健太郎指導教授の推薦状の人物評価の中に、

ある授業のレポート課題において、彼は日韓の

間の領土問題を取り上げたことがありますが、

韓国人として自身の主張を明確にのべつつも日

本側の主張も丁寧にまとめ、当該授業の教員か

ら高く評価されたこともあります。自分の考え

をしっかりと持ちつつ、他者の意見に誠実に耳

を傾ける姿勢は、学生として模範的であると評

価しております。 

とのことで私達もその辺のところを高く評価し

ておりまして、将来必ずや母国と日本との懸け

橋となることを期待しているところでございま

す。 

③そして、世話クラブは、成田コスモポリタン

ＲＣでお世話になっております。 

この後、彼の卓話の中でもその辺の細かいとこ

ろはお話しすると思います。 

本日はロータリアンの皆さんを前にして、大変

緊張していると思いますが、ぜひ温かい目で見

守って頂けると幸いでございます。本日は、ど

うぞよろしくお願い致します。 
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「米山奨学生卓話」  

米山奨学生 ウ スンユン様 
（世話クラブ：成田コスモポリタンＲＣ） 

皆さん、こんにちは。本日、銚子ロータリー

の皆様から、 このような素晴らしいお席にお招

き頂きまして、誠にありがとうございます。 

今から、卓話という形で皆様に私の紹介をさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

私は成田コスモポリタンクラブで今年四月から

来年三月まで、1年間お世話になる中央学院大学 

商学部 国際ビジネスコース4年生ウスンユンと

申します。 

私は、韓国の首都ソウル出身です。大きなソ

ウルのなかで私は、「カンナム」というところに

住んでいます。皆様は「カンナム」というとこ

ろについてご存知でしょうか？「カンナム」は、 

観光地の一つで交通の中心地です。そして、カ

ンナムは、買い物、見るところや美味しい食べ

物が沢山あります。カンナムの近くには、ミョ

ンドン、ガロス道、ホンデ、ドンデムンなど日

本としたら渋谷、原宿、銀座みたいなところな

ので 観光客に人気なスポットも住みやすい場

所です。そして、k-popやドラマなど、韓流ブー

ムで最近は、近くの国、日本と中国だけでなく

世界のあちこちから韓国に旅行に来る外国人の

数が増えています。韓国は、日本と飛行機で 2

時間くらいしかかからないので皆様ももし時間

的に余裕があった場合、ぜひ韓国旅行に行って

みてください。 

私の家族は、両親と姉、私 4 人です。父は軍人

役員出身で今は、建築設計をしています。母は

韓国伝統楽器へグムの先生だったんですが、今

は、主婦です。へグムっていう楽器は、日本の

「しゃみせん」のような形です。姉は、今、私

と同じ日本で留学していますが、ちょっと離れ

ている富山県にいます。今現在、富山大学院で

天然物化学を専攻として博士過程の勉強をして

います。 

私は、 2012 年日本に、初めて来ましたが、 入

隊で 2014年大学を休学しました。そして、去年

2016 年 4 月に大学復学しました。それで、今年

で日本生活 4 年目ですが、まだまだ経験できな

かったことも沢山あるし日本国内旅行もあまり

できなかったので就活終わったら日本国内旅行

に行く予定です。特に、沖縄と北海道に行って

みたいです。 

次は、私が日本で留学をした理由と大学の勉

強について話します。 

私が私の人生のなかで行ったこともない日本で

留学をしようと決めた理由は、ちょっと面白い

かもしれないですが、高校３年生の時、偶然に

友達が勉強している日本語の本を見た瞬間、本

の中にある日本語の文字（ひらがな、カタカナ）

が私にとってはすごく魅力的に見えました。そ

れで、これを機会に高校３年３月から、一人で

日本語勉強しながら、韓国の大学で日本語を専

攻として、日本語をもっと具体的に勉強しよう

と決めました。しかし、一人で勉強すると難し

いことが沢山あったので塾に通いながら勉強を

しましたが、やっぱり外国語っていうのは、直

接その国で学ぶ方がより早く成長することが可

能なので親と相談した上で日本にある日本語学

校ではなくて、 ＥＪＵ(日本留学試験)を受けて、

直接、大学入学することが可能な日本留学を決

めました。そして、最近、グローバル化が進ん

でいるので、ただ国内だけだったら成長できな

いし、国際的な仕事をして将来、韓国と日本に

役に立つ人材になりたいと思いました。それで、

大学で今現在の国際ビジネスを専攻選択して勉

強しています。 

そして、今、私は大学で『グローバル化を中心

として、韓国企業(SAMSUNG、現代自動車等)の中

国市場進出戦略 』を卒論テーマとして卒論を作

成しています。私がこれを、研究テーマとして

決めた理由は最近、グローバル化が進んでいま

すが、多数の企業が中国をターゲットとして外

国進出を行っています。それで、私もなぜ、多

数の企業が中国をターゲットにして進出してる

のかについて興味があってこれについてもっと

具体的に確認したいと思いましたので、これを

卒論研究テーマで決定しました。そして、この

論文では、中国に進出して、成功した結果を出

した企業と失敗した結果を出した企業を分析し

て、将来的に韓国企業が中国に進出する時、必

要な情報(現地化、外国投資など)について、論

述する予定で今熱心に書いているところです。 

次は、私の将来について話します。 

私は、日本でさまざまなアルバイト経験があり

ますが、特に私は、新しい人と出会いでコミュ
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次週のプログラム（１１月８日） 

「地区の国際奉仕について」  

鈴木 荘一地区国際奉仕委員長 

（君津ＲＣ） 

お弁当：黄鶴（中華） 

ニケーションすることが好きだし、日本のサー

ビスマナーを学びたいと思ったのでユニクロや

ホテルなど普通のバイトよりサービスマナーが

強いどころで仕事をしました。 

私は、韓国のサービスマナーと日本のサービス

マナーについて数多く経験しましたのでお客様

一人一人に合わせた 対応が出来るようになり

ました。それで私は、将来このようなサービス

を提供することが可能なサービス業界、特に多

様な国の人たちに 提供することが可能な空港

のグラウンドスタッフや航空会社の客室乗務員

になるために今熱心に準備しています。 

最後今、就活と卒論、学校の勉強等で、毎日毎

日忙しいですが、 今年、四月からロータリーの

奨学生としてさまざまな研修や活動に参加し、

あっという間に六ヶ月くらい時間が過ぎました。

私はこの半年間今まで経験できなかったさまざ

まな経験を通じて、前より成長しました。 

まず、一つ目は、カウンセラーさんを通じて、

顔を広げることができました。私は、ただ留学

生だったので日本で活躍している立派な人たち

と出会う機会が全然なかったですが、毎回参加

している例会や多数のイベントに参加して普通

の留学生が出会うことができない立派な人たち

との出会いもできたし、この人たちとのつなが

りも出来たのでこのつながりを通じで、今まで

自分が知っている知識よりもっと多様な知識や

情報を得ることができました。 

次二番目は、奨学生として毎月一定な奨学金を

もらうことができましたので前より生活に役に

立ちました。私は、最初留学をした時からずっ

と親から、学費以外の仕送りは、もらわなかっ

たです。前もずっと外部の奨学金を貰いました

が、奨学金だけで生活を維持することは無理で

バイトもしながら、生活をしました。しかし、

ロータリー米山奨学生に採用された後は、他の

奨学金より金額が高かったのでバイトより勉強

や就活など私にとって必要な時間に集中して時

間を使うことができました。 

このように、もし私が今年、ロータリー米山奨

学生にならなかったら留学生として生活しなが

ら経験したことだけ思って日本を判断して、こ

れが全てだと思ってしまったかもしれませんが、

ロータリー米山奨学生になって、たんなる留学

生としてでは、できない様々な経験もできたし、

立派な人たちとの出会いもつながりも出来たの

で言葉で説明できないくらいいろんなことをも

らいました。残り半年も積極的にロータリーに

参加して、より成長出来るように頑張ります。 

本当にロータリアンの皆さん、1年間お世話にな

る成田コスモポリタンみなさんにも、もう一度

感謝します。本当にありがとうございます。 

最後まで銚子ロータリーの皆様、聞いてくださ

ってありがとうございます。それでは、私の卓

話を終わらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 積極的に質問する元米山奨学生金 秀斌さん 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３５名  

出 席：２３名 欠 席：１２名  

出席率 ６５．７１％ 

欠席：青野君・金子君・金島君 

丸山君・永澤君・大岩君 

大里君・櫻井(公)君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君・寺内君 

【Ｍ Ｕ】  

10/26ＲＡＣ例会  丸山君・寺内君 

10/29財団セミナー 小林君・松本君 

10/31銚子東ＲＣ  大岩君・高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥  7,000 計 ￥233,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 20,216 

米山 BOX ￥  2,100 計 ￥ 21,656  

希望の風 ￥ ―   計 ￥108,100 

Rotary Motor Cyclist Club of 2790 

ツーリングのご案内 

１１月３日（金/祝日） 

大栄 PA AM８時集合→→→銚子方面へ→→

→昼食：魚料理 礁(いくり)→PM3：30 解散 

※事前登録不要。車での参加もOK です！！ 

※雨天時中止 

協賛・後援 地区フェローシップ委員会 

 


