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千歳ロータリークラブ会報 

藤 本 会 長 方 針 

「学びと実践」 
会 長 藤本 敏廣    副会長 五十嵐 宏    幹 事 五十嵐 桂一 

会長エレクト 沼田 常好    会 計 藤川 俊一   

第2510地区ガバナー 羽部 大仁 第７グループ・ガバナー補佐 菊池 重敏 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

    本日の例会 （3月１９日 第3８回） 夜間移動例会（フジボウル）担当：職業奉仕委員会、青少年奉仕・ＲＡ委員会 

２０１5年３月１９日 

第3５号（通算223８号） 

第3７回（通算2365回）例会報告  

日時：2015年3月12日（木）１２：30～1３：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳11F  

プログラム：通常例会     

担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会  大澤 雅松 委員 

四つのテスト：青少年奉仕・ローターアクト委員会  

               稲川 和伸 副委員長  

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

お客様の紹介 （五十嵐 宏 副会長） 

～3月は識字率向上月間～    

会長挨拶（藤本 敏廣 会長） 

  皆さん、こんにちは。本日は大変お忙し

い中、菊池ガバナー補佐にご出席頂いてお

ります。どうも有り難うございます。第7

グループＩＭ（インターシティミーティン

グ＝都市連合会）の日程も6月6日に決定

し、これから更に活発な活動が繰り広げら

れるものと思います。我々千歳ＲＣとして

も、年度内の事業と共に積極的に取り組ん

でいきたいと思います。 

  

 本日の例会ですが、ロータリー財団・米

山記念奨学委員会の担当例会となっており、米山奨学生の文 盛載

（ムン・ソンジュ）さんの卓話となります。どうぞよろしくお願い

します。 

  

 先日、三役で会員のお見舞いに行って参りました。日向 祥一 会

員は市立札幌病院にて療養中ですが、左足の手術をされ、今月中に

は右足の手術をされる予定という事で、当分の間は入院されるとい

う事でした。中村 堅次 ＰＣは北星病院で大変元気にされていまし

た。はじめは寝たきりか車椅子と言われたそうですが、今はリハビ

リの成果で立つ事も出来るようになったと話しておられました。併

せて、今年は20回位ゴルフをしたいとも言っておられました。

 幹事報告（五十嵐 桂一 幹事） 

 こんにちは。ご紹介頂きました第7グ

ループのガバナー補佐をさせて頂いており

ます北広島ＲＣの菊池でございます。本日

は大勢の皆さまの前でお話しをさせて頂く

機会を頂き、有り難うございます。千歳Ｒ

Ｃには今回で5回目の訪問となりました。

いつも温かく迎えて頂き、有り難うござい

ます。私の任期中にあと一回お邪魔させて

頂く予定になっておりますのでよろしくお

願い致します。 

  

 先程、藤本会長からもIMの件につきましてお話しがありました

が、本年は北広島ＲＣが担当となっており、6月6日の土曜日の開

催です。まず、ゴルフを朝9時30分から開始させて頂きますので

ゴルフをなさる方は是非多数のご参加お願い致します。IMは16時

から始まり、懇親会は18時から19時30分を予定しております。

場所は北広島のクラッセホテルでゴルフはすぐ横の北広島ゴルフ

倶楽部です。会費は一人5,000円を予定しております。100%の

登録が出来れば非常に有り難いと思っておりますので、是非ご協

力をよろしくお願い致します。また、地区のテーマにつきまして

は「広報」に関してのテーマを設けております。内容につきまし

ては地区の広報委員会の委員長であります杉江 俊太郎様にご講

演をお願いしております。 

  

 次回、私がこちらに伺うのは5月14日(木)を予定しております

のでよろしくお願い致します。最後になりますが、第7グループ会

長幹事会を6月12日の金曜日に予定しており、18時から20時ま

でのスケジュールで夕食と飲み放題を付け、交流を図りたいと

思っております。その時は次期ガバナー補佐と次期会長、幹事に

ご参加頂ければと思っています。このようなスケジュールで今後

進めさせて頂きたいと思っておりますので、今後とも温かくお付

き合いの程よろしくお願い致します。  

 幹事報告に入る前に、本日の昼食数なの

ですが、私が幹事を務めてから初めて見込

み参加者数よりも会員が多く来られた為

に、数が足りなくなり、別途注文して頂く

事になってしまいました。この場を借りて

お詫び申し上げます。 

  

１．恵庭ＲＣから正式に創立45周年記念祝

賀会のご案内が届いています。先週お伝え

しました通り、全員登録で参加したいと考

えております。当クラブも間もなく50周年

を迎えるものですから、その意味合いも込めての事ですので、何

 

 

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、第7グループガバ

ナー補佐 菊池 重敏 様（北広島Ｒ

Ｃ）、地区米山記念奨学委員長の渡邊 

葉子 様（札幌西北ＲＣ）、そして本

日の講師であります米山奨学生の文 

盛範(ムン・ソンジュ）様です。 

佐々木金治郎ＰＣは奥様がまだ付きっきりで看病している状況であ

り、大変お疲れの様子でしたので、もう暫くはお見舞いなど控えて

頂ければと思います。3人共、早く元気になられて、また共に活動

出来る事を願っております。皆さまも季節の変わり目のこの時期、

体調も崩しやすい時期でもありますので、体調管理には十分に留意

頂ければと思います。 

 第７グループガバナー補佐よりご挨拶（菊池 重敏 様） 
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ニコニコＢＯＸ 

１．藤本 敏廣 会長 本日の卓話ゲストの文 盛範(ムン・ソンジュ)様、

よろしくお願い致します。２．藤川 俊一 会員 文さん、本日の卓話よろ

しくお願い致します。３．渡邊 葉子 地区米山記念奨学委員会 委員長 

本日は奨学生卓話を企画頂きまして有り難うございました。４．武石 忠俊 

PC シャムロックの千葉ゴルフ、3ラウンド無事終了しました。５．山中 

正一 会員 母の誕生日にお花のプレゼント有り難うございました。６．藤

井 雅一 会員 本日はもともとの会場とはいえ、狭い会場で申し訳ござい

ません。７．阿部 正信 会員 娘が結婚致しました。有り難うございまし

た。８．腰越 くり子 会員 今日は私の○歳の誕生日です。お祝いメッ

セージを一杯頂きました。有り難うございます。９．喜多 康裕 会員 千

歳民報に当店の記事が掲載されました。有り難うございました。１０．五十

嵐 桂一 幹事 菊池ガバナー補佐、ようこそ千歳ロータリークラブにお越

し下さいました。またもや途中退席です。 

本日のニコニコ集計10名 合計16,000円 

出席率 

今回：63.8%（3月12日＝37／58 実数） 

確定：81.0％（2月26日＝47／58 うちMu1名） 

卒ご理解をお願い致します。なお、登録料は10,000円となって

おりますが、会長とも相談の上、クラブから半額の5,000円を負

担させて頂く事に致しました。各会員には5,000円のご負担をお

願いし、多くの会員で参加したいと思いますのでよろしくお願い

します。 

  

２．地区の方からアナウンスがあります。羽部ガバナーのご決断

で19年振りに地区誌が発刊される予定です。久し振りの発行にな

りますので、これを機会に是非ご購入頂きたいとガバナー事務所

より連絡が来ております。販売価格は1冊2,000円となってお

り、申込期限は今月一杯までとなっております。当2510地区の

歴史について改めて学ぶ、また貴重な資料として手元に置いてお

きたいという方は事務局の方までお申込み下さい。 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話 

講師紹介：藤川 俊一 委員長 

 

 皆さん、こんにちは。本日は韓国より日本

に留学されております、文 盛載（ムン・ソン

ジュ）さんに卓話をお願いしております。先

ほどお話しさせて頂いた際、卓話の中でご自

分の自己紹介もされるとお聞きしましたの

で、よろしくお願いします。併せて地区米山

記念奨学委員会の渡邊委員長（札幌西北Ｒ

Ｃ）にも本日お越し頂いております。それで

は、よろしくお願いします。  

  

講師：米山奨学生 文 盛載（ムン・ソンジュ） 様 

テーマ：『私が好きな日本語「分かりました」』  

 

 ただいまご紹介頂きました北海道大学人

文科学部中国文化論の博士課程2年の文 盛

載と申します。本日はよろしくお願いしま

す。本日のテーマは、私の好きな日本語

「分かりました」についてお話ししたいと

思います。このテーマになったきっかけを

紹介したいと思いますが、私は現在結婚し

ていて、日本人の妻と娘が1人おります。

よくテレビを見ていますと、妻から色々な

質問を受けるのです。私は韓国人ですか

ら、日本のテレビを見てどう思うのかやアイドルが出てくると誰が

可愛いかとか、答えに困る質問を受けるのですが、ある日、日本に

来ている外国人に好きな日本語について聞く番組がありまして、

「有り難うございます」とか、「どうぞ」とか、「感謝」とか、そ

ういった温かい言葉がベスト5に入っていました。その時に妻から

も当然質問を受けて、私はこの「分かりました」が一番立派な言葉

だと思う。と言いました。妻は納得したのか、その時に理由は聞か

れませんでした。今日はその理由をお話ししたいと思います。  

 

～以下卓話文章の抜粋です～ 

 

 私は韓国の釜山（プサン）で男4人兄弟の4番目に生まれまし

た。私の父は女の子が欲しかったみたいで、3人目まで男の子だっ

たので、次こそは間違いなく女の子だろうと思っていたようです。

私が生まれた事を知った父はショックで病院に来なかったそうで

す。（笑） 

  

 次に生まれ故郷の釜山についてお話しします。釜山は韓国第2の

都市で人口は350万人程です。以前より景気が悪くなっている事

もあり、人口が減っている状況です。写真で対馬から見た釜山の夜

景を紹介させて頂いておりますが、対馬と釜山は非常に近いです

し、関係も密接なものがあります。次に釜山といえば海雲台（ヘウ

ンデ）というイメージがあると言われる位有名な所です。高層ビル

が立ち並ぶ近未来的な都市が特徴で、最近更に建設が進んでいま

す。その反面、ジャガルチ市場という所がありますが、こちらは釜

山の伝統的な姿を保っている場所です。海産物を沢山販売してい

て、日本からいらっしゃる方もよく利用されています。釜山と言え

ばチョウ・ヨンピルの「釜山港へ帰れ」が有名ですが、釜山の中で

は「釜山カモメ」という歌が一番有名なのですね。この曲が野球応

援歌でもあります。その「釜山カモメ」を歌っているのが、「ム

ン・ソンジュ」さんといって、私の名前と同じなのです。父は野球

が大好きですので、名前の由来は、皆さん、分かりますね。（笑） 

 兵役後、父親が船の仕事をされていた事から、その仕事に興味

を持ち、ヨットを修理する仕事をしていた際に、神戸から釜山へ

使わなくなったヨットを運び、修理して売るという、通訳を兼ね

た仕事の募集の連絡が日本からあり、文さんはそれに応募し、日

本に来る事になりました。1年後には日本についてもっと勉強した

いと思うようになり、以前から雪景色などに憧れていた北海道に

行きたいと考え、留学試験を受けて北海道大学に入り、東アジア

の思想について専攻し勉強する事になったそうです。  

 

※卓話の最後に文さんは「分かり

ました」が好きな言葉だという理

由として、「分」という漢字で理

解しているという事を表している

のが面白い」と思ったからなのだ

そうです。「「分」という文字は

八つの刀と書き、物事を分別する

時に使われる字で、日本では「分

ける」という言葉が適当な使い方だと思います。察するに、千差

万別ある人の考え方を項目ごとに分け、全てしっかりと受け入れ

た。その過程で分けたのだからそういう漢字を使うようになった

のだと理解しています。」とおっしゃっていました。  

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 

千歳ＲＡＣ第１２回定例会参加報告 

 3月5日（木）19時より、ANAクラウンプラザホテル千歳11Ｆ

にて千歳ＲＡＣ第12回定例会が開催されました。今回は、共同提

唱三クラブの千歳ＲＣより5名、千歳セントラルＲＣより2名、恵

庭ＲＣより6名の会員と、千歳ＲＡＣからはメンバー6名が出席さ

れました。 

 

  今回の定例会では、先月26日の千歳ＲＣの通常例会で卓話を

行った東野 健太 副会長より、貴重な経験をさせてもらって感謝し

ますとの感想から、その際とても緊張した事、パワーポイント等の

資料をしっかり準備して臨めば良かったなど反省点が発表され、次

回の機会があれば今回の経験を活かしたい旨、報告がありました。

続いての他己紹介プログラムでは、ランダムにペアとなった方々で

お話してもらい、①紹介したい事柄②良かった事③褒めたいところ

の3点に関してまとめ、全員の前で発表して頂きました。発表の場

面では紹介する事が多岐に亘り、ついつい長時間の発表になってし

まう会員もいらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※千歳ＲＣ通常例会で卓話を務めた東野副会長の報告、他己紹介プ

ログラムの説明をする北村会長です。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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