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■会長の時間  会長：佐久間 良直 

◇皆さんこんにちわ。８月２０日以来の例会場での例会

です。さて、３回ほどリモート例会を実施しましたが、先

週はうまく音声が届かなかったようです。昨年は、私は、

専らリモートで例会に参加していましたが、例会場で話

す側はともかく、リモート参加の場合、音声が届かない

と、置いてけぼり感が強いです。その点、もう少し、リモ

ートの運用も準備を万全にしないといけない、と感じる

ところです。 話が変わりますが、今日、午前１１時から

名古屋地方裁判所で裁判をしてきました。１１時３０分

からここシティホテルでロータリーの理事会がありまし

た。実は、民事裁判もリモートで行っています。チームス

というソフトを使って、裁判所と相手方代理人をネット

で繋いで裁判手続をしてきました。もちろん、刑事裁判 

 

  

  

 

 

は公開法廷で実施されますので、リモートはありませ

ん。さて、本日の行事は、クラブフォーラム・米山記

念奨学生のジョ・ヘインさんにお話をしていただきま

す。改めて、米山記念奨学事業についてお話しさせて

いただきます。米山記念奨学事業は、公益財団法人ロ

ータリー米山記念奨学会と日本のロータリ－クラブが

共同して行う奨学事業です。奨学金給付の対象となる

のは、訪日した私費外国人留学生に限定されています。 

具体的には、１年または２年の間、返還不要の奨学金

を支給します。その対象者は年間約 850人、年間に支

給する奨学金の総額は約 15 億円で、その事業費すべ

てが日本のロータリアンの寄附によってまかなわれて

います。民間団体による国際奨学事業では国内最大級

です。これまでにこの恩恵を受けた留学生は約 22,000

人です。米山記念奨学事業には次の特徴があります。 

①日本のロータリークラブは約 2,250ありますが、そ

の中の約 850クラブが割り当てられた留学生の支援を

担当します。これを世話クラブといいます。 

②世話クラブでは、受け入れた留学生の相談役となる

会員を決めます。カウンセラーといい、その会員は１

年間、その役を務めます。 

③米山奨学生であった留学生は、大学卒業後、「学友会」

という組織に入り、後輩の支援をします。学友会は、

現在、国内に 33箇所、国外に 9箇所（韓国、台湾、中

国、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、マレー

シア、ミャンマー）存在します。 

 奨学生の選考方法ですが、前年度の地区の寄附総額

で奨学生の数、指定校制度、地区米山委員会による選

考（書類選考と面接選考）を経て、奨学生を決定し、

本日のプログラム  

第２５８８回１０月８(金)12：30～ 

ガバナー 卓話(DVD鑑賞) 

RID2630ガバナー 浦田 幸一 様 

 

 

 

次例会のプログラム   

第２５８９回１０月１５日(金)12：30～ 

会員卓話 

担当：亀井 俊哉 君 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録 

第２５８７回１０月１日(金)12：30～ 

 

 
◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇国歌・ロータリーソング・・君が代・奉仕の理想 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇行事 ＣＦ・米山記念奨学委員会 

卓話：21～22年度米山奨学生 趙 彗仁さん   

  

パストガバナー 剱田 廣喜 様 

新・旧三役員バッジ交換 
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国、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、マレーシ

ア、ミャンマー）存在します。 

 奨学生の選考方法ですが、前年度の地区の寄附総額で

奨学生の数、指定校制度、地区米山委員会による選考（書

類選考と面接選考）を経て、奨学生を決定し、その後は、

地区内のどこのクラブに世話クラブになってもらうか、

誰にカウンセラーになってもらうかを選考し、いくつか

の組み合わせの中から決定されます。 

 ４月の新学年度から、毎月第一例会に参加し、会員に

対し近況報告をして、その月の奨学金を受け取ります。 

 奨学生は、クラブ行事に参加し、母国と日本との文化

や慣習の違いを体験する、また、カウンセラーやその家

族と食事や観光に出かけたりする、とのことです。 

 このように、世話クラブとして、ジョさんの受け入れ

をしておりますので、美濃加茂ロータリークラブとして

も、コロナの状況を見ながら、積極的にジョさんと交流

を図っていければと思います。 

 

■１０月度ロータリー米山記念奨学金授与式 

                

◇2021～22年度米山記念 

              奨学生の趙彗仁さんに、 

10月度の奨学金を会長よ 

り授与されました。 

・ 

 

 

 

◆出席委員会       担当：酒向 信幸 

例会日 総員数 出席 補正 出席率 

本日 ３４名 ２２名 ０名 ６４.７０％ 

先々 週 ３４名 １５名 ０名 ４４．１２％ 

◆親睦活動委員会     担当：濱田 龍一 

◇１０月度の会員誕生日お祝い 

               10/20 佐久間良直君 

               10/25 佐々木 晃君 

                 

 

 

 

 

◆ニコニコ BOX委員会   担当：中嶋 浩紀 

佐久間良直君：趙さん宜しくお願いします。 

島田 紳助君：趙さん、頑張ってね～ 

小原 岳史君：趙さん、卓話よろしくお願いします。 

佐々木 晃君：みなさま。お久しぶりです！ 

石田 公司君：趙さん宜しくお願いします。 

福井 哲朗君：八十日目です。 

大矢 政敏君：平和な８月、９月でした。皆様にお逢い

出来て嬉しく思います。 

堀部 道朗君：お久し振りですね～！ 

亀井 俊哉君：皆様お久し振りです。 

大野 博文君：久し振りです。 

西田 逸夫君：卓話楽しみです。 

 

 

安藤 摩里さん：皆さんにお会いできてうれしいです。 

井尾 達之君・福井 寛悦君・堀野 義夫君 

高井 文洋君・林  松美君・酒向 信幸君 

濱田 龍一君・大脇ちさとさん・水谷 美紀さん 

中嶋 浩紀君 

 

◎幹事報告・・・・・・・・・・幹事：島田 紳助 

☆１０月度定例理事会議事報告 

1）グローバル補助金について 

2）柿の収穫支援事業例会について 

3）１１月度の夜間例会について 

4）新会員の入会について 

5）米山カウンセラー研修会・中間報告会について 

6）第１回女性会議参加について 

7）職業奉仕研修セミナーについて 

 

■ＣＦ 担当：米山記念奨学委員会 

◆卓話：2021～22年度受入米山奨学生 趙 彗仁さん 

         ◇こんにちは、2021年度米山奨学 

         生の岐阜大学地域科学部 4年趙彗 

         仁と申します。今日は韓国と情に 

         ついての話をしたいと思います。 

         先に少しだけ自己紹介をさせてい 

         ただきます。出身は韓国の釜山で、 

         韓国でブニエル国際芸術高校を卒 

         業し、1年間韓国で日本語を学び、

大学一年生から岐阜で日本生活をはじめました。自然の

原理を探求する研究者になることが小さい頃からの夢

で、日本に留学を決めた理由も日本の優れたアカデミア

の文化・環境の中で研究者になるための勉強をしたかっ

たからです。免疫多様性の原理を解明した利根川進先生、

分化した細胞が再び多分化能を持つようになる因子を発

見した山中伸弥先生の研究について学び、日本は基礎研

究がしっかりしている国という印象をもともと持ってい

ました。高校の時、家族旅行で行った東京では、電車の

中で本を手に持って読んでいる人々や街中に小さい書店

がよく目に入りました。そのことから日本は文字を読む

文化があり、じっくり時間をかけて考えることが大事に

されていると思い日本への留学を決めました。日本に留

学してからは学校でたくさんの友達を作り、文字として

の日本語だけではなく、人々と文化の中で生きている日

本語を学びました。アイドルの松田聖子さんや中森明菜

さん、八神純子さんの音楽を聴くようになって、郡上踊

りを踊る体験をし、東北地方をめぐる旅をするなど日本

に馴染むようになりました。兵庫県の明石に行った時、

明石の玉子焼きを食べてみて、明石焼きが一番好きな食

べ物になりました。新しい趣味も出来ました。京都に行

った時、偶然入った日本刺繍の工房で日本刺繍と出会い、

今は岐阜大学の手芸同好会に所属して日本刺繍を続けて

います。同じく京都に行った時、京都大学で行われてい

る研究の内容を聞ける機会がありました。そこで脳の細

胞再生に関する研究を拝見して、卒業後は京都大学の大

学院に進学して日本で学問を続けたいと目標を立てまし

た。ですが京都大学の壁は高く、入試試験も留学生のた 

 

 

 

委員会コーナー 
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❤おめでとう 

ございます！ 

      

 

 

 



 

 
めの試験ではない一般入試で、京都大学の日本人学生と

競争しなければならない状況でした。試験は全文日本語

で、内容も生物学の最前線の研究に関する問題で難易度

が高い試験です。学部では教えてくれない内容であった

ため、英語のテキストを使い独学で入試勉強を進めまし

た。今年度に入ってからはロータリー米山奨学金があ

り、経済的に困ることなく勉強に集中することができま

した。1日ごとに分量を決めてテキストを繰り返し読み、

まとめノートを作って関連論文を読むなど、計画を立て

て大学の授業と京都大学の大学院入試準備に全力を尽

くし、前学期の大学成績は最高評価である 4.0点満点の

4.0点を、8月に行われた大学院入試では合格通知を頂

くことができました。大阪大学の統合博士課程と国立遺

伝学研究所の 5年一貫博士課程にも同時合格しました

が、第一希望が京都大学であったため、来年からは京都

大学の大学院で脳の細胞分化がどのように制御されて

いるのかについての研究を始めます。それまで米山奨学

生としていろんな奉仕活動や行事に参加し、ロータリー

クラブとの絆を深め、卒業研究に励みたいと思います。 

今日お話させて頂きたいのは「情」という言葉につい

てです。日本語と韓国語で「情」という言葉は意味が少

し異なると思います。日本語で「情」が入る言葉はどう

いった言葉があるのか考えてみました。「愛情」「温情」

「友情」など感情を表しますが、愛、友のようなどうい

った情なのかを指す言葉と一緒に使われる場合が多く、

情単体で使われる場合はあまりない感覚を受けました。

次は「なさけ」が入る例文についてしらべて、「情けは

人の為ならず」、「情けをかける」という表現を知りまし

た。ここで言うなさけとは気配り、配慮などの意味を持

っていると理解しました。これに対して韓国語での「情」

は、「多情」「無情」など単体として使える情の前に情が

どのような状態なのかを示す単語が多いです。例文を見

ると「いい情、憎い情」は長い付き合いの中でいいこと

もあって、お互い大変なこともあり、その中で関係が深

まったという意味の言葉です。「新しい情は昔の情ほど

ではない」は、友達に例えると新しくできた友達は昔か

らずっと友達だった人に比べてはあまり親しくないと

いう意味になります。このように韓国語での情は気配り

や配慮を意味する日本語の情とは違う意味で使われて

いるように見えます。 

では、韓国の伝統文化をいくつか紹介して、「情」の

意味について考えていきたいと思います。昔の韓国の国

民は大半が農業で米を生産して生きていました。農村で

は、村ごとに田んぼや畑の仕事を住民同士で助け合う文

化があり、これを「ドゥレ」と呼んでいました。このよ

うに、地域コミュニティーとしての村の結束が強く、助

け合いが日常的に行われていました。キムチを作る時も

村の住民同士で助け合うのが当然でした。冬が始まり白

菜の収穫が終わると韓国の家庭では一斉にキムチ漬け

を始めます。白菜に塩をかける作業も、唐辛子の味付け

をする作業もみんなですると手間が減ります。もう 10

月になりましたが、日本の中秋の名月の日が９月 21日

にあったと思います。韓国ではこの日を秋夕と呼び、こ

の日は家族がみんな集まり一年の収穫を祝い、先祖さま 

 

 

に家族の健康と幸運を祈る儀礼をします。旧正月と合わ

せて年に二回ある連休期間です。先祖さまにお祈りする

儀礼をジェサと呼びます。ジェサの段には物を並べる順

番があって、儀式の内容と時間も決められています。こ

のジェサに上げる食べ物が日本で知られているチヂミで

す。標準語ではジョンと呼びますが、自分の出身地であ

る釜山の方言ではチヂムといい、これが日本にチヂミと

伝わったのではないかと思います。ニラチヂミが一番一

般的に知られていますが、牛肉やハム、ズッキーニやサ

ツマイモなどのいろんな材料に小麦粉と卵を混ぜたもの

をつけて焼くものです。家族がみんなで集まってジェサ

の準備をして作ります。もうひとつ秋夕に欠かせないの

がソンピョンというお餅です。ジョンは油で焼くので子

供は作れませんが、このソンピョンは大人も子供も一緒

に餅に黒糖を入れて形を綺麗にして作ります。食感は日

本の草餅に近いかもしれません。秋夕に親戚があつまっ

てすることを紹介しましたが、ジェサが終わると外に出

て村の中での遊びが始まります。ガンガンスゥレは、村

の女性たちが手をつないで丸になって歌を歌いながら回

る遊びです。丸い形が満月を象徴すると知られています。

韓国を紹介する動画で、ガンガンスゥレが出る動画があ

ったので見ていただきたいです。（動画鑑賞） 

ガンガンスゥレが女性の遊びであれば、綱引きは村の男

性たちの遊びでした。このように大きな綱で綱引きする

ことによって団結力を上げて、勝敗で来年の農業、漁業

について占う遊びです。西側が勝ったら漁業が、東側が

勝ったら農業が豊作になると言われます。 

今まで見たように、韓国の伝統には「団結」を大事に

する文化があります。他人事も自分のことみたいに共感

し、何でも分け合う情緒が韓国の民族を代表する情緒、

「情」と言われ韓国の人たちは「情の民族」と呼ばれま

す。だとすると、韓国語の「情」は日本語の「絆」に近

い意味を持っているのではないかと思います。4月から

半年米山奨学生としてロータリークラブの一員として見

ていただいて、ロータリークラブには「情」があると思

いました。ロータリークラブの中での皆さんのコミュニ

ケーションには日本の繊細な思いやりがあり、地域社会

を支えるネットワークになることを学びました。そして

ロータリークラブの中だけではなく、奉仕活動を通して

地域社会、グローバル社会にまで思いやりと絆、情を分

け合っていると思いました。自分もロータリークラブで

奉仕活動に参加して学んだこと、そしてロータリークラ

ブの皆さんから頂いた温かい応援を忘れずに多情な社会

人へと成長していきたいと存じます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


