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例会予定 

 9月 13日→R情報 高城雅春委員長 駐車場〇 

 9月 20日→廣田琢磨会員卓話   駐車場〇 

 9月 27日→夜間移動例会 観月会  

     18：30～ 『特牛』豊津国作 

 

 

 

 

 

              

黄金に輝くマッターホルン 

      （スイス） 

松田会員 撮影 

           

 

 

■地区・第１G・行事予定 

9月 11日→標語コンクール審査 17：30～ 三原 

9月 16日→第 1回 片岡会長杯ゴルフコンペ 

9月 18日→第 2回かんだ港まつり実行委員会 

9月 19日→国際社会奉仕委員会グループ会議 

9月 20日→9月度理事会 18：30～ 三原文化 

9月 24日→美夜古青年会議所創立 50周年式典 

■ ＩＡＣ 

 9月 13日（木） 例会 16：30～ 視聴覚教室 

 

本日のプログラム <第 2010 回例会> 
    

広報 IT 丸山謙一 委員長   
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第 2008 回 例会記録  ＜ 2018 年 8 月 23 日＞  

 

会長の時間  会長  片岡 孝市 

皆さんこんにちは、先週はお盆の休会でした。

２週間ぶりの例会となります。一週間の間会長の

原稿作成免除いただき心休まる日々でした。皆様

はお墓参り、お盆行事と何かと忙しい日々を過ご

されたと思います。夏バテされた様子もなくとて

も元気そうで何よりです。今、時の人と言えば、

山口県周防大島町で 8月 12日から行方不明になっ

ていた 2 歳の男児を無事に保護した大分県の尾畠

春夫さんです。報道各社のインタビューに尾畠さ

んは、「小さな命が助かったと思った。本当にう

れしかった。助かってよかったただそれだけ」と

語ったそうです。本当に素晴らしい人間身に溢れ

た人だと感じました。私は、この人に国民栄誉賞

を挙げてくださいと心から思います。 

 さて、本日は苅田工業高校インターアクトクラ

ブ、韓国研修報告ですが、インターアクトは、ロ

ータリーの青少年男女のプログラムです。1962年

に国際ロータリーの理事会によって始められまし

た。最初のインターアクトクラブは、フロリダ州

メルボルンのロータリークラブによって設立され

また。インターアクトという用語は、インターナ

ショナルを意味します。インターとアクション「行

動を意味する」ことから由来しています。インタ

ーアクトは、年齢 12歳～18歳までの成年男女又

は、高校生のためのロータリー提唱の奉仕クラブ

で、楽しく意義のある奉仕プロジェクトに参加す

る機会を与えるものです。インターアクトクラブ

は、毎年 2つの奉仕プロジェクトを実施します。1

つは地域社会に奉仕するプロジェクト、もう 1つ

は国際理解を推進するプロジェクトです。そのよ

うな活動を通じて子供たちは、指導力や積極性を

培い、新しい友達に出会います。インターアクト

は、指導力と優れた人格の育成、他者を尊敬し進

んで助ける態度、各自の責任を果たすことや一生

懸命努力することの価値、国際理解と親善の推進

となります。現在 2700 地区のインターアクト提唱

校は、31 校になります。本年度は九州 4地区で主

催する第 7回全国インターアクト研究会が、福岡

国際会議場で開催されますので、一緒に勉強しま

しょう。 

本日のお客様  

苅田工業高校 IAC生徒 8名 顧問教師 2名 

 

 

 

行橋みやこ RC 松山貞徳会長・白木力三幹事   

岩﨑徳浩 R・沖永義樹 R・平石正信 R 

 

 

 

 

 

 

４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）好意と友情を深めるか          

4）みんなのためになるかどうか  

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

近隣クラブ例会変更  
 

行橋みやこＲ Ｃ  9月 12日→移動例会 

里山ビオトープ「くまわりファーム」 

 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  9月 4日→ガバナー公式訪問 

9月 25日→夜間月見例会 

 

豊 前 Ｒ Ｃ  9月 13日→観月会 18：30～ 

          9月 27日→職場訪問 



第 2009 回 例会記録  ＜ 2018 年 8 月 30 日＞  

『源さん』       

18：30～19：30 

松本ＳＡＡ・ソングリーダー 

会長の時間  会長  片岡 孝市 

8月 26 日は、苅田工業高校インターアクトクラ

ブによる２４時間テレビ「愛は地球を救う」の募

金活動がおこなわれました。暑い中ご苦労様でし

た。屏委員長をはじめインターアクト委員会の皆

様、会員の皆様ご協力ありがとうございました。

この募金の新聞記事に「インターアクトクラブは、

苅田ロータリークラブの提唱で 30 年前につくら

れた社会奉仕クラブです」と紹介されていました。

又この日は、第一グループの親睦ゴルフ大会が、

周防灘カントリークラブで、苅田クラブがホスト

クラブとして行われ、我がクラブは 12名の参加で

ございました。猛暑の中のゴルフでしたが、各ク

ラブとの親睦はより一層深まったような気がしま

した。今後も続けて欲しいと願っております。素

晴らしいコンペを開催していただいたゴルフ委員

会の皆様本当にありがとうございました。私の写

真入りのドラコン、ニアピン旗、高城直紀さんの

手造り感動しました。 

今月は会員増強月間です。会員拡大には、会員

をただ増やしても質が落ちるという考え方の人も

いるようですが、それは研修や活動を通してロー

タリーの本質を熟知した（パスト会長）に教育し

ていただき、ロータリアンとしての資質を受け継

ぐことが大事ではありませんか、いつの時代もそ

うでしょうが新しい会員が入れば斬新なアイデア

がでます。時代にあわせた事業の提案を促しクラ

ブの活性化になるはずです。又ロータリーの世代

が高齢化することから、能動的な若い力は必要だ

と考えます。特に若い会員はクラブの長期的存続

に強い関心があります。しかし、若い方が、人生

において成功を収めた方と限りませんから、本音

の部分として、成功の証でロータリーに入会する

のではなく、奉仕の為に入会するように真の意識

の改革が必要であると考えます。皆様の協力なし

では前進不可能に陥るでしょう。「1に健康、2に

仕事、3 にロータリー」で増強をお願いします。 

幹事報告  高橋 功吉 

8 月度理事会において 

・9月例会スケジュールの確認 

・9月 27日は観月会（夜間移動例会）で豊津「特

牛」で行います。会費は 4,000 円加算します。 

・9月 24日 美夜古青年会議 50周年記念式典に

片岡会長に出席をお願いしております。 

・事務所のエアコンを新調しました。 

卓話  Ｒ財団委員長 鈴木 公利 

ロータリー財団  

（The Rotary Foundation） 

補助金制度のあらまし 

   別紙配布資料参照 

 

 

『世界でよいことをしよう』    

（Doing good in the would） 

目標（日本） 

・年次寄付：一人当たり 150ドル 

・ポリオプラス：一人当たり 30ドル 

日本には 2,300近くのクラブがあり、3つのゾ

ーンに分かれています。各ゾーンには一人ずつコ

ーデネーターやアドバイザーがいます。苅田 RCの

2700地区は第３ゾーンに所属しています。                    

【2018-19年度 第 3ゾーンのコーディネータ―】 

RRFC  Regional Rotary 

Foundation 

Coordinator  

ロータリー財団地

域コーディネータ

ー 

田村 泰三 

（2710）  

E/MGA  Endowment/Major 

Gifts Adviser  

恒久基金/大口寄

付アドバイザー  
大室 㒞  

（2680） 

RC  Rotary Coordinator ロータリーコーデ

ィネーター 

高島 凱夫  

（2660） 

RPIC  Rotary Public Image 

Coordinator  

ロータリー公共イ

メージコーディネ

ーター 

横山 守雄 

（2660）  

EPNZC  End Polio Now Zone 

Coordinator  

ポリオ撲滅ゾーン

コーディネーター 

松本 祐二 

（2690）  



苅田工業高校 IAC 夏期短期韓国研修報告会  

                   

                  

 

 

 2018 年 7月 26日～29 日  参加者：生徒 6名 引率野田先生 

情報技術科３年  K．A 

私は今回初めて交流会に参加させていただきま

した。まず空港での暖かい歓迎を受け、昨年会っ

た友人とも再会できました。 

韓国は料理が辛いと聞いていましたが、初日か

ら最終日まで料理はとても美味しかったです。ど

れも美味しかったのですが、特に美味しく印象に

残っているのはビビンバです。もやしや人参、わ

らび、青菜などの沢山の野菜とコチュジャンとの

りとご飯を混ぜて食べました。でも少し辛さが足

りなかったので追加でソースを加えました。ビビ

ンバは好きな料理なので一人分では足りずに友達

のものを貰って食べる程美味しかったです。 

そしてホームステイ先は３日間同じ場所と聞い

ていましたが、３日間とも違うお宅で色々な体験

ができました。１番印象に残っているのは、１日

目のホームステイ先のリーさんのお宅です。リー

さんのお宅では日本語が上手な兄弟がいて、チキ

ンを食べながら色々な話をすることが出来ました。

また妹さんは大阪に訪れたことがあるらしく、大

阪旅行の時の話を楽しそうに話してくれました。 

この４日間は普段味わうことの出来ない貴重な

体験をすることが出来ました。このような機会を

設けてくださったロータリークラブの皆様には感

謝しています。ありがとうございました。 

電気科３年 W．Y 

私は韓国に居た４日間で、日本と韓国では食文

化や学校生活など様々な違いがあることに気づき

ました。 

 まず１つ目は食べ物についてです。日本では夕食

に唐揚げやハンバーグ、魚などが当たり前に食べ

られています。それをホームステイ先の家族に言

うと「いつも食べてるの？特別な日じゃなくて」

と言われました。韓国ではハンバーグなど主菜を

食べることは少なく、キムチや韓国のり、豆など

副菜の数がとても多かったです。またほとんどの

食べ物が辛く、キムチが１番辛かったです。韓国

の方でも辛い物が苦手な人がいるそうです。 

２つ目は学校生活についてです。授業の始まり

は変わりませんが、私達は 3時 45分に学校が終わ

り、それから部活をします。しかし韓国では 5時

40分に授業が終わり、それから 10時や 11時まで

学校で自習をするそうです。また日本では受験の

前に塾に通う人が多いですが、韓国では受験前で

はなく、日常から通う人が多いと聞きました。 

 最後に違うと思った点は就寝時間です。韓国では

深夜 1時すぎ位まで起きており、ホームステイ先

に 2歳の男の子がいましたが、その子も 12時すぎ

まで起きていました。韓国は日本より就寝時間が

遅かったです。 

４日間でとても良い体験ができました。ありが

とうございました。 

機械科３年 M．T 

今回、韓国研修に参加させていただきありがとう

ございます。僕はこの韓国研修を通して沢山学ぶ

ことが出来ました。そのうちの二つを報告します。 

まず１つ目は、僕達日本人よりも韓国人の方の方

が積極的だと感じました。僕達が韓国に着いて最

初に「こんにちは！」と挨拶してくれたのが晋州

飛鳳 RCの方と、善明女子高校の生徒さん達でした。

それに、食事の時やバスで移動している時、ホー

ムステイ先の方も沢山話し掛けてくれたので嬉し

かったです。 

２つ目は、日本語を沢山勉強してくれている事

です。今回は自分たちが研修に行くので韓国語を

しっかりと勉強しないといけないのに、自分たち

よりも日本語を勉強してくれているので、嬉しい

気持ちの反面、申しわけない気持ちになりました。 

また韓国に行きたいと思っているので、韓国語

を勉強して日常会話くらいはできるようにして、

友達を沢山作れたらいいなと思いました。 

この韓国研修で自分にとってプラスになること

が沢山あったので参加出来てよかったと思いまし

た。本当にいい体験をすることが出来ました。あ

りがとうございました。 



情報技術科３年 O.H 

僕は今回行かせて頂いた韓国、晋州ホームステ

イが初めてのホームステイ体験でした。この 3泊

4日の短い間でしたが、初めての経験で溢れてい

て、たくさんの刺激をもらうことができました。 

今回の交流では、お互い国も言語も違う中で、

意思疎通をとるためのコミュニケーションや言語

に触れる機会がたくさんありました。韓国に行く

前、ハングル講座を実施して韓国について大まか

に学習して、韓国語のあいさつや簡単な日常会話

の練習をしましたが、実際に晋州善明女子校の生

徒さんやホストファミリーの方々に簡単なあいさ

つでさえ発することが難しかったです。しかし、

驚いたのは善明女子校生徒さんの中には日本に興

味を持ち、独学で日本語を勉強している人もいて、

日本語を流暢に話せる学生や、中には高校卒業後、

日本の大学を受験する生徒も多数いるということ

です。他国の言語を学び、更には留学に挑戦する

行動力の高さに感銘を受けました。興味を持った

ことを徹底的に学ぶことの重要性を、コミュニケ

ーションを通して認識することができました。今

回の交流では、学校で行った台湾修学旅行とは違

い、ホームステイや、善明女子高校の生徒たちと

の交流したことこそが、お互いを刺激し合う貴重

な場になったと、強く思いました。この 3泊 4日

で多くのことを吸収し、成長することができたと

思います。苅田ロータリーの皆様、貴重な体験を

させていただきありがとうございました。 

情報技術科３年 Y．M 

私は、3泊 4日間の研修が決まってレポートを

書くことが分かった時に、必ず研修の題名は、食

文化にしようと決めていました。そこで韓国に行

く前に、韓国の生徒たちに食文化について質問す

ることを考えていました。質問内容は、1番目が

韓国で美味しいと思うもので、2番目韓国で嫌い

だと思う食べ物、3番目が日本食で美味しいと思

うもの、4番目が日本食で嫌いだと思う食べ物で

す。この質問をみんなにしました。 

1番目の韓国で美味しいと思うものはトッポギ、

チキン、ホットクでした。私的にはこの 3つはよ

く知っていて全部本当にとても美味しかったです。 

2番目の韓国で嫌いだと思う食べ物が野菜、チ

ョングックチャン、レンコンの煮つけ、雑魚炒め、

焼き魚でした。韓国の生徒たちは好き嫌いがなく

何でも食べるイメージだったので、少しびっくり

しました。 

3番目の日本食で美味しいと思うものは、たこ

焼き、ラーメン、お寿司、カツ丼、すき焼き、カ

ツサンド、しゃぶしゃぶ、卵焼きでした。予想以

上にすぐたくさんの食べ物を言われてびっくりし

ました。 

4番目の日本食で嫌いなものは納豆でした。私

も実は納豆が嫌いなのでその気持ちはとてもよく

分かりました。 

事前にテーマを決めて研修に参加したので楽し

かったです。これからも、新しいことに取り組む

ときは、自分の中で目的やテーマを見つけたいと

思います。 

機械科２年 N．H 

この度、韓国に行くに当たって私は最も興味の

あった「建物」と「トイレ」に着目して過ごして

みました。今回は特に気になったこの２つの点に

ついて報告します。 

まず１つ目に気付いたことは、一軒家が少なく、

アパートやマンションが非常に多いということで

す。調べてみると、理由は土地が狭く、地震が少

ないからだそうです。日本はまだどちらかという

と一軒家が多いので、韓国の街を車で走っている

と高いビルが多くて少し面白かったです。 

２つ目は、トイレについてです。日本ではどの

トイレでも紙はそのまま流してもいいですが、韓

国のトイレでは勿論、そのまま流してもいいトイ

レもありますが、流してはいけないトイレに多く

出会いました。これも調べてみると水圧が低い。

紙の流れ具合が悪い。という理由があげられまし

た。また個室内にトイレットペーパーが無く、外

に配置されているトイレもあって、日本では考え

られないと凄く驚きました。 

 今回の交流会では日本と韓国の違いを感じるこ

とができました。初めての海外で緊張していまし

たが、いざ行って過ごしてみるととても楽しくて、

あっという間に時間が過ぎていきました。来年は

迎える側なので、会長として満足して頂けるよう

頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 



苅田工業高等学校   教諭  野田 義隆 

(1)はじめに 

 ６月 30日の事前研修で、屏委員長から参加予定の

生徒に対して「気づいたこと、学んだこと、感じた

こと」について報告するように話がありました。私

自身も、自分のテーマをもち、「なぜ」と感じなが

ら研修しないといけないと感じました。 

 最近考えていることの一つが、「文明と文化」に

ついてです。文明は、民族や国を超えた合理的で人々

の生活を豊かに便利にするものですが、文化は、言

葉や習慣など民族特有のもので、時として非合理で

理由のないものもあります。例えて言えば、文明は

世界共通語のようなもので、文化は方言のようなも

のでしょう。自動車、高層建築、テレビ、インター

ネットなど、世界中どこへいってもそれらを利用す

ることができるのが文明ですが、それでも国によっ

て多少の違いはあります。世界中に自動車はありま

すが、日英の左側通行に対し大陸は右側通行です。

一方で、文化は民族によってそれぞれ異なりますが、

日韓は同じ儒教文化圏です。似ているところも違う

ところもあります。日本と韓国における共通点と相

違点に気づくものがあればと考えました。 

 旅に出ると、車窓からの風景を注意深く見るのも、

町を歩いて建物や人の姿を見たり感じたりするのも

好きです。初日、２日目と、車窓の風景や宿の中で

気づいたこと、感じたことがいくつかあります。Ｌ

ＰＧスタンド、郊外のロータリー交差点、４ライト

の信号、路上駐車、多チャンネルのテレビなどです。

こうした疑問について、主に現地通訳の宋さんと朝

食を共にした現地ロータリー会員の朴さんから話を

聞きました。同じ文明にもかかわらず、少し違いが

あるということなどについて、これから個別にふれ

ていきます。 

(2)自動車 

 日本と違って車は右側通行ですが、自動車につい

ては高級車志向がうかがえます。日本では軽自動車

が多く、ハイブリッドのコンパクトカーが増えてい

ますが、これらは多くありません。ＢＭＷのような

外国車も少なからず見られ、多くはＨマークや KIA

などの文字がついています。これらは、韓国産の現

代自動車、起亜自動車のようですが、いずれも高級

車風です。ＬＰＧのスタンドも日本より目につきま

した。タクシーが利用しているのは日本と同様です

が、それ以外のＬＰＧ車も少なくないようです。 

 郊外ではロータリー交差点が、市内では路上駐車

が印象的でした。一部のビルの前に、使われていな

いさびた鉄骨の立体駐車場が残っていました。かつ

てビルを建てる時に駐車場を義務づけられていたル

ールが変わり、今ではほとんどが路上駐車をしてい

るようです。町中に駐車場が少ないことも感じます。

朴さんは駐車の後もロックしませんでしたし、路上

駐車で傷がつくことも心配していないようでした。

しかし、３分の１くらいの自動車は、ドア付近にス

ポンジをつけていることに生徒が気がつきました。

スポンジの場合もあるし、キャラクターデザインの

ものもあります。これは、自他の車体が傷つかない

ようにするためのようで、路上駐車の多さと関係が

あるのかも知れません。新車の時に全車についてい

るものを、そのままつけたままにしている人が多い

ようです。 

 信号のライトは、自動車用が横に４つ、歩行者用

が縦に３つありました。自動車用は、左から赤・黄・

←・青の順で、左折用（日本で言う右折）の青い「←」

があります。助手席に乗せてもらっている時、青信

号なのになぜ進まないのかと思ったことがあります

が、矢印が出ないと左折はできないのです。慣れて

いないと事故を起こしそうです。歩行者用信号は、

青・赤と秒数のようです。 

(3)テレビ 

 ホテルに備え付けのテレビは大型で、100チャンネ

ルほどありました。言葉が分からないので、結局Ｎ

ＨＫを見ました。なぜ多チャンネルが可能なのか尋

ねてみると、オンラインでつながっているためのよ

うです。日本でいうとケーブルテレビとかネットテ

レビというものでしょうか。日本と異なり、テレビ

を買う時に必ず契約するようになっているようです

が、月額数百円程度で、ネット込みでも 3000円程度

とかなり安くつくようです。技術的には可能なはず

で、日本でも業界や政治が決めればこのようになる

と思うのですが、いつのことになるでしょうか。 

(4)モーテル 

 一見ホテルなのに、MOTELという看板を多く見まし

た。私が泊まったところもそうです。モーテルはホ

テルの１ランク下のようで、従来の旅館が模様替え

したロビーのないエコノミーなホテルで、いわゆる

ラブホテルのような使われ方もしているようです。

ただ、部屋は広く、大画面テレビやＰＣなど設備は

充実していました。 

 通訳と現地ロータリーの人に宿に案内してもらっ

た時に、同じ部屋に３泊するため掃除に入ってこな

くていいと言ってもらうようにしました。その時に

トイレットペーパーを流せないことも多いというこ

とを聞いて、横にあった中型のゴミ箱を見ながら、

どうしようかと思いましたが、実際にペーパーを流

してＯＫの判断をしてもらいました。当たり前のは

ずが、当たり前ではないということがありうると思

った瞬間でした。 



(5)経済 

 政治や経済のシステムは、文明の一つの要素だと

思います。「もの」ではありませんが、現代の先進

国では、民主主義や資本主義が当然のシステムとし

て機能しています。私が前回来たのは約 20年前です

が、高層マンションや高速道路などのインフラ整備

の様子を見て、明らかに経済的に豊かになっている

と感じました。当時缶ジュース１本が 500ウォンで

したが、今や 1000ウォン程度に上がり、全体的にも

日本の物価に近くなっています。 

 最低賃金は法改正で急激に上昇し、10000ウォン近

くに迫り日本と変わらない水準になっているようで

す。日本は都道府県ごとに差がありますが、韓国で

は全国一律のようで、地方の小規模事業者は苦労し

ていると聞きました。 

 買い物をした時にレシートを見て、１割分が加味

されていることに気づきました。日本で言う消費税

ですが、こちらは「付加価値税」というようです。

これは一般の消費税で、贅沢品にはかつての物品税

のような高税率の「特別消費税」が課されるようで

す。宋さんと税金の話をしている時、韓国では電気

代が使用量により急激に階段状に上がる累進制をと

っていて、電気代も累進課税であると聞きました。

月あたりの使用電力が基準を超えるごとに、急に上

がっていくようです。家にメーターがあり、エアコ

ン使用を控えることもあるようです。夏の暑さがこ

れほどになったのはここ数年のことで、電気代への

関心が高まっているようです。節電のためには合理

的な方法ですが、世知辛いとも思いました。 

(6)山と森林 

 来るまでは、慶尚南道はどんな景色か知りたい気

持ちがありました。すぐに気付いたのは、なだらか

な山容と豊かな森林で、日本と同じような自然の景

観でした。これがなぜ文明や文化と関係があるのか

というと、日本の再生可能な森林が鉄の大量生産を

可能にし、それが豊富な工具や刃物を生み出し、ひ

いては日本のすぐれた技術につながっていったと司

馬遼太郎氏が指摘しているためです。朝鮮半島の中

部以北や中国は、森林の再生がうまくいかず鉄の生

産と工具の生産が減り、社会の停滞につながったと

指摘しています。ソウル近郊の山は今でも木が生え

ていませんが、ここは日本と似た気候のようです。 

 今回、こちらで初めて食べたのがドングリの豆腐

です。アク抜きなどに手間がかかる、従来は飢饉の

時の食料のようでしたが、最近は健康食品としてよ

く食べられているようです。日本で言うと彼岸花の

根のようなものでしょうか。これも森林の産物です。 

(7)文化 

 事前研修ではご飯のお椀は持たずスプーンで食べ

るように言われましたが、実際にはロータリークラ

ブの方の半数近くは持ち上げて食べていました。箸

を使って食べる人もいました。今では、従来のマナ

ー通りではなくなってきつつあるようです。初日の

歓迎会の時に何を食べたいか聞かれて、特に思い浮

かばず「サムゲタン」と答えると、会長は苦笑して

いました。もっとおいしいものを言って欲しいとい

う感じでしたが、その日は韓国でサムゲタンを食べ

る日だったようです。日本で言うと土用の丑の日に

当たる、暑さを乗り切る食事のようです。この要望

のためか、３日目に有名専門店でいただきました。 

 朴さんに連れられて行った中央市場の食堂では、

ベトナム人の女性が働いていました。韓国の女性は

飲食店で働くのを避けるため、働いているのはベト

ナム人が多いと話してくれました。多くは農家に嫁

いできた人だということです。 

 韓国では、自国の文字ではないということから、

新聞で漢字を使わなくなり、学校でも漢字を教えな

くなったようです。テーマパークで高校生に看板の

漢字を尋ねても、分からない、難しいと答えていま

した。今回は、一人での町歩きはしませんでしたが、

時間的余裕がなかっただけでなく、ハングルが全く

読めなかったためです。ほとんどの国では、言葉は

話せなくてもＡＢＣや漢字を見ながら、一人での町

歩きが可能です。こんなに近くて似ている国なのに、

とても距離感を感じるのは文字の違いにもよると思

います。逆に文字を覚えれば、その距離感はぐっと

縮まると思われます。 

（8）最後に 

 外国に行くと自分の常識とは異なるものに出会

い、書物では分からないことを知ることができます。

知ることにより、その国を理解し身近に感じると同

時に、自国に対する認識も深まります。今回行った

巨済島は、日韓の歴史上の出来事の拠点であり、日

韓トンネル構想の韓国側出入口の候補の一つでもあ

るように、日韓関係の象徴的な土地だと思います。 

 ここまでの文章を読み返して、我ながら細かすぎ

ると感じました。知ることは大事なことですが、そ

のことをネタにして現地の人と話すことができたこ

と、またそれにより親しくなれたことの方が、より

大事なことだと後で気づきました。話した内容より

も、話したこと自体が貴重な体験であり思い出とな

っているのだと、改めて思いました。 



 

ニコニコ BOX            8月 23日 
 

親睦活動委員会副委員長  廣田 琢磨 
 

行橋みやこ RC  

松山貞徳 片岡会長をはじめ苅田 RC会員の皆様行橋

みやこ RCより 5名の参加をしてお騒がせ

をしました。楽しませてもらいました。 

白木力三 本日はメーキャップさせていただきまし

た。有難うございました。 

平石正信 苅田 RCの皆様本日は有難うございます。 

岩﨑徳浩 メークアップ有難うございました。また、

出席させて下さい。 

沖永義樹 メークアップさせていただきました。 

 

片岡 孝市  行橋みやこ RCの皆さんメークアップ

有難うございます。インターアクト

の皆さん卓話有難うございます。 

高橋 功吉  行橋みやこ RCの松山会長をはじめメ

ークアップ有難うございました。苅

工の皆様お疲れ様でした。 

壁屋 好惠  野田先生、苅工の韓国研修に行かれ

た皆様お疲れ様でした。 

丸山 謙一  お盆にソウルで 3回山登りしてまい

りました。良かったですよ。 

平田 弘作  ニコニコします。 

杉坂 正徳  すみません。早退します。 

松本 聡   インターアクト部の皆様有難うござ

いました。みやこクラブの皆様 有

難うございました。 

原  公克  申し訳ございません、早退します。 

矢野 強   インターアクトの皆さんお疲れ様で

した。みやこクラブの皆様メークア

ップ有難うございました。 

桧槇 敬   苅田工業高校のインターアクトの皆

様お疲れ様でした。 

鈴木 公利  韓国研修の体験を将来是非生かして

下さい。3年生は卒業されてもロータ

リークラブとのつながりを持てる様

RACにも入られて下さい。 

屏 正隆   行橋みやこ RCの皆様有難うございま

した。インターアクトの皆様発表有

難うございました。 

青木 政憲  インターアクトの皆様素晴らしいプ

レゼンでした。行橋みやこRCの皆様、

本日は有難うございました。 

 

出席委員会副委員長  山口 勝弘           
 

8月 23日 出席 30名  修正出席率 83％  

8月 30日 出席 28名  修正出席率 78％                             

メークアップ 

8／26IAC：一色 R・井手口 R・壁屋 R・沓脱 R・高橋 R・

竹部 R・平田 R・屏 R・松田 R・渡邊 R・杉坂 R 

 

2018 年 8 月     出席→〇 メークアップ→◎ 欠席→欠                                       
 

  

氏 名 

1 週  ２週  ３週 ４週 

８/２ ８/９ ８/２３ ８/３０ 

1 青木 政憲 欠 〇 ○ 〇 

2 一色千恵子 〇 〇 ○ 〇 

3 井手口貞治 〇 〇 ○ 〇 

4 太田 春吉 欠 〇 ○ 〇 

5 角田 成弘 〇 欠 欠 欠 

6 壁屋 好惠 〇 〇 〇 〇 

7 片岡 孝市 〇 〇 〇 〇 

8 官見 敦司 〇 〇 欠 欠 

9 木部 義憲 欠 欠 〇 欠 

10 沓脱 壽 〇 〇 〇 〇 

11 國永 修一 〇 〇 〇 〇 

12 杉坂 正徳 〇 ◎ 〇 〇 

13 鈴木 公利 ◎ 〇 〇 〇 

14 角﨑 明美 〇 欠 欠 〇 

15 高城 雅春 〇 欠 欠 欠 

16 高城 直紀 〇 〇 〇 〇 

17 高橋 功吉 〇 〇 〇 〇 

18 竹部 武男 〇 〇 ◎ 〇 

19 田辺 浩爾 欠 欠 〇 欠 

20 長江 三郎 〇 〇 〇 〇 

21 原田 雄幸 〇 〇 欠 〇 

22 原 公克 〇 〇 〇 〇 

23 桧槇 敬 〇 〇 〇 〇 

24 廣田 琢磨 〇 〇 〇 〇 

25 平田 弘作 〇 欠 〇 ◎ 

26 福田 洋司 〇 〇 〇 〇 

27 屏 正隆 〇 〇 〇 〇 

28 前田 頴子 〇 〇 〇 〇 

29 松田 博文 〇 〇 〇 〇 

30 松本 聡 〇 〇 〇 〇 

31 丸山 謙一 〇 〇 〇 〇 

32 宮崎 芳樹 〇 〇 欠 欠 

33 矢野 強 〇 〇 〇 〇 

34 山口 勝弘 〇 〇 〇 欠 

35 結城 吉絵 欠 欠 〇 欠 

36 渡邊 剛 〇 欠 〇 ◎ 

 出席率 83％ 78％ 83％ 78％ 
 


