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前回例会の報告 

2013年 8月23日(金)第 1579回 

卓 話 「 韓国の過去 現在 未来 」 

卓話者 チェ・ソンエ 様（米山奨学生） 

紹介者 小西幹夫会員 

今週の歌「我等の生業」 

｢見上げてごらん夜の星を｣  

お客様の紹介 

臨時会員総会 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町2丁5-10 杉本ビル5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL   :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第2640地区) 久保治雄（クボ ハルオ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/kubo 

         E-mail ： kubo-2013@rid2640.org 

会長：城岡陽志  幹事：中川 澄  広報委員長：塩谷圭一 編集者 :池田茂雄 

2013年 8月 30日第 1579号 

本日の例会 

 

時間 

 
2013年 8月30日(金)第 1580回 

「 テーブル会議 」議題：他クラブに学ぶこと 

今週の歌「我等の生業」｢あざみの歌｣  

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

2013年 9月6日(金)第 1581回 

卓   話「 新世代部門フォーラム + 外部卓話 」 

卓 話 者 新世代委員長 澤井久和 

外部卓話 川北 祐美様 

次回の例会 

 

時間 

 

＜8月 23日(金)の出席報告＞ 

会 員 数          32名 

出席会員          22名 

準 会 員            1名 

欠席会員           10名 

ゲスト             2名 

ビジター           0名 

7月 12日(金)の出席率  93.75％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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卓   話  

 

「韓国の過去、現在、未来」 

ロータリー米山記念奨学生 

堺清陵ロータリークラブ所属 

崔 聖愛様 

韓国は約５千万人（世界２５位）の人口で、首都はソウルである。韓国の正式英語名

称は、「Republic of Korea」であるが、中国を通じ、西洋と交流を始めた頃の国の名前

「高麗：コリョ」から由来された「Korea」が多く使われている。そして、世界で唯一の

分断国家である。 

韓国は過去、１９５０年６月２５日に朝鮮戦争が起きた。その戦争は約３年間続けら

れ、１５０万人の死亡者と３６０万人の負傷者がでた。１９５３年に休戦協定が締結さ

れ戦争は終わったのであるが、（正確に言えば、まだ戦争が終わったことではなく、今は

休戦って言った方が正しいのである。）韓国の生活は厳しいものであった。１９７０年の

時点で、韓国の一人当たり国民所得はわずか１００ドル、北朝鮮より貧しい最貧国の一つ

であった。 

しかし、その後の韓国は、海外の資本援助と、積極的に経済発展を推進した結果、アジ

アの４頭の竜（韓国・香港・シンガポール・台湾）と言われるほど、超高度成長を成し、

今現在の韓国の一人当たり国民所得が２万ドルを超え、１９７０年からわずか４０年間で

２００倍の経済成長を遂げたのである。世界的イベントであるオリンピックやワールドカ

ップなども開催するほどの経済成長を成し遂げた韓国であるが、これからの韓国の未来に

解決しなければならない問題が１つ残されている。それは、世界唯一の分断国家であるこ

と。ごく最近も、いつ韓国と北朝鮮が戦争をして可笑しくないほどの緊張感があった。何

故一つの民族が戦争をしないといけないのか。南北統一、これが韓国の未来の大きな出来

事になると思われる。私はそうなると信じている。しかし、統一される事はとっても嬉し

いことであるが、統一になると様々な問題が出てくると思われる。南北は永い間分断され

ていることから、文化の差・言語の差・教育方式の差などで混乱が生じると思われる。そ

して、韓国は民主主義と開放社会、個人主義などを追求するが、北朝鮮は閉鎖的で集団主

義的な社会であるため、韓国・北朝鮮が統一されれば、社会理念の急激な差で混乱が生じ

ると思われる。また韓国と北朝鮮の経済的な差、宗教・伝統・慣習などによる違いからも

混乱が発生するだろう。 

現在、韓国では統一に反対する若者達も大勢いる。今まで３０回にも及ぶ北朝鮮からの

挑発が韓国の若者たちに反感を持たせるようになったのではないかと思われる。 

しかし、私は一日も早くこの戦争危機から抜け出し、１つになるべきであると思ってい

る。そのためにも、私たち韓国人は、統一のために段階的で斬進的な努力をしなければな

らない。そのためにはお互いに対する先入観を捨て、お互いのことを分かるための努力が

必要である。そして、私たちは北朝鮮に対する粘り強い関心と愛を送らなければならない

と思っている。また、北朝鮮は周辺国家と関係を改善し、国際市場と協力して平和的は国

際関係になるよう努力しなければならない。 

私はもしその時がきたら社会奉献を目指し、頑張っていきたいと思っている。ロータリ

ー米山奨学生を卒業しても、私はロータリー理念を守り続け、ロータリークラブの一人と

して頑張っていきたいと思っている。 
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会長の時間 

委 員 会 報 告 

 

 

会長 城岡陽志 

 今日は中国の医療と健康についてお話します。 

先月うちの社員が大連に出張中に、心筋梗塞で日曜日に倒れました。急きょ同席していた

中国人が救急車で大きな病院へ連れて行ってくれました。 

心電図から心筋梗塞と判断され、詰まった血管に応急処置で点滴を打ち、ここでは手術が

できないので別の病院へ運ばれまが、２軒目でも手術ができないので、３軒目の病院へ運

ばれた時は、すでに５時間を経過しており、本人も痛みが治まり、日本での手術を希望し

ました。 

結果的に５時間も経過すると、心臓の筋肉が半分ほど壊死してしまい、後遺症が残ります。 

中国では日本と同じで医療ミスに対して、裁判沙汰になっています。患者が医者に暴力を

ふるい、医者は自分を守るために、機械化が進んでいます。 

データをコンピューターに入れ、ＰＣから病名と治療方法が指示され訴えられても、ＰＣ

の指示通りやっているので、ミスではないと自己防衛するようになってるそうです。 

日本へ連れて帰るとき飛行機は気圧の関係で危険なのです。海外で病気をした人が、一番

困るのは、日本で手術をするためにどうやって安全に連れて帰るかです。ネットで探すと

ＮＰＯ法人でそういう機関がありました。改めてあらゆる分野で困っている人のための奉

仕団体があることに驚き、感謝しています。 

心筋梗塞は心電図ですぐわかるので、日本では生命の安全はもちろんですが、後遺症が大

変なのですぐ手術が常識だそうです。 

中国では外国人には死んだら後が大変なので、後遺症より命を残す方を優先するそうです。 

心筋梗塞の原因はいろいろありますが、まず生活習慣、食生活・タバコは大きな要因と言

われています。 

本人も暴飲暴食、ヘビースモーカーでした。皆さんタバコをやめて少し天国へ行くのを遅

らせませんか？ 

まだこの世は楽しいことがいっぱいありまっせ。 

 

 

 

広 報 委 員 会 

「ロータリーの友・８月号紹介」 

広報委員会 池田茂雄 

1. 左開き  

(1) ロンＤ．バートンＲＩ会長メッセージ （１ページ） 

2015年６月末までに、現在の会員数１２２万人を１３０万人に増やすという目標。 

単に新会員を連れてくるのではなく、ロータリーを実践し、やる気のある人を求め 

ること。 

  (2) ロータリーの目的 （４ページ） 

    意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励する。 

 (3) クラブの平均会員数（日本国内34地区有り） （11ページ） 

    ① 秋田地区 25人  ② 青森地区 27人  ③ 岩手宮城地区 28人 

   ④ 2640地区 29人   
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

※ 最多地区（愛知） 59人 

 (4) リスボン国際大会（14ページ） 

    2013年 6月 23日～26日開催。プログラムの全てを「平和」というキーワードとし

た。 

 (5) 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 （30ページ） 

    年間 7百人を支援。 今から 61年前に設立以来、121ヶ国 17,545人を支援。 

   二度と戦争の悲劇を繰り返さないという願い。 

 (6) 地区大会のご案内 （39ページ） 

   第 2640地区 10月 26日(土)～27日(日) 開催。 

 (7)当地区の出席率等 （40ページ） 

   当地区平均出席率  86.57％  （25年 5月末現在） 

   堺北クラブ年間平均 90.09％  （25年 6月末現在） 

2. 右開き  

 (1) 日本とトルコの友好の礎 （２ページ） 

    和歌山県串本町、人口19千人の小さな町での出来事。 

   明治 23年 9月 16日ものすごい台風、トルコの軍艦が遭難、乗組員600数十人。村

民挙げて救出作戦を展開、「イモ・卵・ニワトリ等」食べ物の提供、裸になって遭難

者の体を温めた。以来、95 年後の昭和 60 年イラン・イラク戦争勃発時に、イラン

在住の多くの日本人がトルコの飛行機によって助けられたという恩返しのお話です。 

 (2) 俳壇（15ページ） 

    「明日ありと思えばすでに負けている」大阪金剛ＲＣ、井出俊太郎氏。 

 (3) ロータリーアットワーク（18ページ） 

   和歌山東南・和歌山西・和歌山中の各ＲＣ主催。 

   防災作文コンクール、今後起こり得る災害への備えを認識してもらう催しを実施。 

全13ページに約 40項目の活動状況の紹介あり。 

 

社 会 奉 仕 委 員 会 

第２回 ｢ダメ・ゼッタイダメ｣募金 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

 本年度、第２回｢ダメ・ゼッタイダメ｣募金に皆様のご協力、有難うございました。 

おかげさまで今回は、13.592円の募金が集まりました。 

 尚、今回の景品は、嶽盛会員が以前在籍していた堺西RCと親交がありました、｢社会福

祉法人 麦の会｣が運営している作業所で作られている「クッキー」を嶽盛会員に準備して

いただきました。 

 

 

 

堀畑好秀会員 ８月２５日より低床車輌「堺トラム茶々」が運航致します。 

皆様のご協力有難うございました。 

２：１０分より浜寺公園出発です。 

新井茂文会員 ７月２９日より８月９日まで勉強してきました。 

９月２日にテストあります。合格を祈ります。 

嶽盛和三会員 お盆も終り皆様方お変わりございませんか？ 

チェ・ソンエ様卓話有難うございます。今晩歓迎会お世話になります。 
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小西幹夫会員 チェさん卓話宜しくお願いします。 

藤永 誉会員 本日、インフォーマル・ミーティングよろしくお願いします。 

笹山悦夫会員 会員の皆さんの元気なお顔を拝見できるのが楽しみです。感謝。 

池永隆昭会員 ニコニコ 

村上強志会員 チェ・ソンエさん本日の卓話楽しみにしています。 

合 計 ２２，０００円 

 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報 

・クラブアッセンブリー 

・ロータリーの友８月号 

（２）連絡事項  特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

薬物乱用ダメ・ゼッタイ！募金 

今月のお土産は、「麦の会」の手作りクッキー。 
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社会福祉法人 麦の会 

 

障害者自立支援法に基づく４つの作業所と 

生活支援センターを運営されており、 

野菜などを材料としたクッキー製造や内職を 

されています。 

今回のクッキーの詰め合わせは５００円。 

是非、お客様の手土産やお茶菓子として 

「麦の会」のクッキーをご購入下さい！！！ 

詳しくは、事務局まで問い合わせください。 

今週の歌「あざみの歌」 

山には山の 愁いあり 

海には海の 悲しみや 

ましてこころの 花ぞのに 

咲きしあざみの 花ならば 

 


