
第 2020 回例会 

10 月 1 日 №12 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    米山奨学生 

＜プロフィール＞ 

氏名：朴 嘉暎（PARK GAYEONG） 

出身地：韓国 ソウル 

年齢：23 歳 

留学先：2016 年入学 女子美術大学 

         芸術学部 デザイン工芸科  

環境デザイン 3 年生 

     受入れＲＣ：相模原南 RC（2018 年度） 

     ＜職歴・学歴＞ 

     ・2014 年－初めて社会に出た年 

韓国 ㈱TISYSTEMS に入社 

・2015 年－好きな仕事が見つかった年 

 韓国 一信女子商業高等学校を卒業 

 韓国 ㈱TISYSTEMS を退社 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

（要約にて掲載） 

朴 嘉暎（パク カヨン） 

・2016 年－新しい挑戦が始まった年 

 来日して、女子美術大学に入学 

・2019 年－実を結んだ年 

 やりたいことが出来る会社に内定 

＜日本に留学した理由＞ 

 私の専攻している環境デザインですが、何を 

イメージされるでしょうか？ ECO や自然など 

の環境分野のように思われますが、建築、都市、 

造園、土木といったデザインをしたり、研究し 

ています。そうした分野で現在、韓国ではテー 

マパークがとても低調で、新施設も造られてい 

ませんので、私はテーマとして、韓国のテーマ 

パークの復活を目指していて、その勉強も含め 

て日本に留学しました。 

 

会 長 横溝 志華  幹 事 田後 隆二 

 

       

    ・知識とスキルの不足を勉強するため 

    ・独自のコンテンツの不足を勉強するため 

    ＜大学での研究分野 作品制作＞ 

    ○テーブルウェアのデザイン（2016 年） 

    「NIMO＆DORI PARTY TABLE」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○校内中庭デザイン（2017 年） 

    「APPLE TREE」もっと居たくなる広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○店舗デザイン（2018 年） 

    「MATURINOMISE」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相模原市南区公園のデザイン（2018 年） 

「GURUMI PARK」パブリックデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ノーチラス横浜（2018 年） 

 都市景観デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大学での作業風景など＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それで日本の金木 

犀は実がならない 

と言われています。 

金木犀の花言葉 

は「謙虚」です。 

素晴しい香りに反 

して、控えめに小さい花が咲きます。 

本日 10 月は「米山月間」で、米山奨学生の朴

さんに卓話をして頂き、米山記念奨学委員会の豊

岡員長からは寄付のご案内をさせて頂きます。 

     また先週の夜間例会後に、何人かの会員と食事

に行きまして、そこの経営者に入会の話をしたら、

何年か前から豊岡会員に言われていて、11 月から

なら都合が良いとの返事を頂きました、楽しみに

しながら頑張ります。 

フィリピンにシューズを持って行く件ですが、 

マカティ RC の都合により、日程が 11 月 21～23

日に変更になりました。現時点では金沢会員、櫻

内会員、私の 3 人で行くことになっていますが、

ご都合のつく方は、ぜひご参加して下さい。 

今週 10 月 5 日は、当クラブの今年度一大行事

の「卓球教室」です。11 時集合で、ご参加下さい。 

私達が当日は特にやることはありませんが、今

回のイベントの為、最住委員長とも何回も打ち合

わせしたり、小崎会員にも素晴らしいポスターを

作って頂きました。皆様の力で良いイベントにし

て成功させましょう。宜しくお願い致します。 

 

（概要にて掲載） 

    ○ロータリー情報委員会      櫻内委員長 

     先週の例会より、情報集会の回覧をしておりま

すが、場所が決定しましたので、ご報告致します。 

 

 

 

 皆様もご存知かと思 

いますが、「とん平」 

が 10 月末で閉店致し 

ます。「とん平」の社 

長で、亡くなられた秋 

石さんは当クラブの元 

会員で、現在は奥様が 

柴胡 RC 会員です。そ 

うした繋がりもあり、 

今回は第 1回 10 月 8 日（火）と第 3回 18 日（金） 

は「とん平」にて。第 2回 10 月 16 日（水）は、 

「敦煌」にしましたので、宜しくお願い致します。 

○米山奨学委員会              豊岡委員長 

 今月 10 月から米山 

月間が始まりますが、 

今月は当クラブの通常 

例会が移動例会や祝日 

休会で、本日を含めて 

2 回だけですので、11 

月にかけて集金させて 

頂きます。1 人 2 万円 

のご協力を宜しくお願 

い致します。 

 

＜理事会報告＞ 

①フィリピン、ﾏｶﾃｨﾎﾞﾌﾞﾗｼｵﾝＲＣ訪問経費の件。 

 提案プロジェクトの確認と、シューズを持参。 

 日程：11 月 21～23 日 経費（案）：3万円 

 前回の経費を確認して、次回に再検討する。 

②年末家族例会 日程の件 

 12 月 24 日（火）→ 日（  ） 場所：未定 

  大坪担当委員長に日程と場所の確認を依頼。 

③新パソコン入替え（購入）見積書の件 

 17 万円を承認（設定、データ移管等、全て込） 

④出席率についてのご意見 

・メイク改正はクラブの自主性に委ねられている。 

 →情報集会で会員の意見を聞く。 

・修正出席率の公表について 

 →これまで通り、前後２週間のメイクによる 

修正出席率を発表する。 

 

 

 

 

                                                                                          

 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①公共イメージ、奉仕プロジェクト合同セミナー 

のご案内 

当セミナーは全体会議の後、公共イメージ、職

業奉仕、国際奉仕、社会奉仕の各部門の 4つの

分科会を開催致しますので、各分科会に 1名づ

つの出席をお願い致します。また社会奉仕と国

際奉仕の部門にはアンケートをご提出下さい。 

 日時：11 月 15 日（金）13～17 時 場所：藤沢

ミナパーク 登録締切：10 月 21 日 

②ロータリー財団 卓話者派遣について 

     下記にてお伺いさせて頂きますので、担当委員

長には事前に卓話者と打ち合わせ下さい。 

     卓話日：11 月 12 日（火）例会 卓話者：財団

学友 石田康之氏 随行委員：地区平和フェロ

ー・奨学金委員 佐藤省三氏（相模原西 RC） 

③2018～19年度地区資金会計報告書が届きました。

（回覧にて） 

 

※地区補助金プロジェクト「卓球教室」の出欠表を回

覧しております。本日の例会が最終確認となります。

会場の詳細は添付地図をご参考下さい。 

※情報集会の回覧をしております。日程が３回分あり

ますので、ご都合の良い日にご記入をお願い致し

ます。①１０月８日（火）「とん平」 ②１０月１６日

（水）「敦煌」 ③１０月１８日（金）「とん平」。時間は

全て１８：３０～ 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 
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・伊倉 正光ご夫人 １０月 ４日 

・平山 ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽご夫人  １０月１２日 

・中村 勝彦ご夫人 １０月１５日 

・小崎 直利ご夫人 １０月１９日 

 

 

例会プログラム 

１０月８日→５日（土）移動例会「卓球教室」 

    １１時集合 相模原ギオンアリーナ 

   １５日卓話 阪西 貴子会員 

２２日祝日休会 

２９日→２０日（日）移動例会・地区大会 

  １２：３０点鐘 グリーンホール 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  河野 崇 副ＳＡＡ 

斉  唱   「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー  平山 ｸﾘﾌｫｰﾄﾞﾓｰﾘｽ会員 

ゲスト   朴 嘉暎さん（米山奨学生） 

      早川 正彦 地区米山委員 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：大坪 征弘 副委員長：横江 利夫 

 委員：川合 貞義、小野  孝、中里 和男 

    丸子 勝基、藤原 利夫、阿部  毅 

阪西 貴子、池之上和哉、大槻  実 

平山クリフォードモーリス 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 28 名） 事前メイク者 
３６名 ３０名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率 
１名 ９６．７７％ − 



 

    

＜学外活動＞ 

○ウィンドウディスプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○アートイベント（新潟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜米山奨学生になってからの変化と、これから

の目標について＞ 

米山奨学生に応募した理由は、私の家庭は大学

に行くのも迷うぐらい貧困でしたので、援助して

もらうのも難しく、高校時代に貯めたお金で留学

しました。ですが思っていた以上に、日本は韓国

よりも物価が高くて、食べる物を節約したりして、

健康面も不安でした。 

 ですが米山奨学金で毎月 10 万円を戴けること

で、食べる物の心配もなくなって、生活が安定し

てきて、学校の成績も良くなりました。 

 夢を持って留学するのですが、現実的には挫折

して帰国する人も多くいます。私は米山奨学金に

巡り合えて、将来の夢に近づくことができました。 

 日本の大学で勉強して、いつかは韓国に新しい

テーマパークの会社を設立していければと思っ

ています。 

＜会員からの質問＞ 

Ｑ：日本語が大変上手なのですが、何年ぐらい 

  勉強されたのか？ 

 

 

 

Ａ：私の父は韓国人で、母が日本人ですが、韓国 

 語も日本語も上手ではありませんでした。です 

 が、2016 年に日本への留学が決まった時から、 

 日本語だけを使っています。 

 

 

地区米山委員          早川 正彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は「米山月間」にあたり、本日は地区米山 

委員として担当させて頂きます。また米山奨学生 

の朴さんには後程、卓話をお願い致します。 

皆様のお手元に、本日「米山記念奨学事業 豆 

辞典」の小冊子が配られていますが、米山奨学会 

は「民間最大の国際奨学事業」です。 

2019 年度の奨学生数は 868 人、事業費は 14 億 

4 千万円（2018～19 年度決算）で、外国人留学生 

を対象とする民間奨学金では国内最大規模です。 

 これまでの累計奨学生数は 21,023 人（2019 年 

7 月現在）で、その出身国は世界 129 の国と地域 

に及びます。米山奨学生の国別に見ますと、累計 

数では 1位中国、2位韓国、3位台湾の順ですが、 

特に最近はベトナムからの奨学生が増えています。 

選考基準は学業優秀のほか、異文化理解、コミ 

ュニケーション能力に対する姿勢や関心を持ち、 

心身ともに留学生活に耐えうる健全な学生となり 

ます。 

地区別の寄付実績表（2018～19 年度）では、当 

2780 地区は全国で第 6番目、会員 1人当りの平均 

寄付額は 20,523 円です。 

 では、「米山記念奨学会」については映像で紹介 

させて頂きます。＜映像紹介は略にて＞ 

 



     

               

 

 

●横溝会長、田後幹事 

①朴 嘉暎さん、ようこそいらっしゃいました。

ゲスト卓話宜しくお願いします。早川さん、楽 

 しみです。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

    ①ご夫人誕生日祝を戴き、ありがとうございます。 

    ②ゲスト卓話のパクさん、宜しくお願い致します。 

●平山 クリフォードモーリス会員 

    ①夫人誕生日祝、ありがとうございます。 

    ②卓話のパクさん、本日はよろしくお願いします。 

●小崎 直利会員 

 妻の誕生日祝ありがとうございます。誕生日プ

レゼントに Air Pods をねだられています。 

    ●早川 正彦会員 

本日の米山の卓話、宜しくお願いします。初仕 

事です。いじめないでね！  

●藤原 利夫会員 

①米山奨学生のパク カヨンさん、ようこそいら 

 っしゃいました。よろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話のパクさん、宜しくお願いします。 

③早川地区米山委員、ご苦労様です。 

●小野 孝会員 

①ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話のパク カヨンさん、よろしく。 

●藤本 恵介会員 

米山奨学生のパクさん、ようこそ。卓話楽しみ  

にしております。 

●金沢 邦光会員 

 パクさん、ようこそ！ 卓話、面白い話をお願 

 いします。 

●冣住 悦子会員 

①米山奨学生の朴さん、卓話楽しみにしています。 

②10 月の奥様の誕生日祝の皆様、おめでとうござ 

います。 

 

 

 

●阪西 貴子会員 

①米山奨学生のパク カヨンさん、ようこそいら 

っしゃいました。卓話宜しくお願い致します。 

②本日、ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござ 

います。 

●阿部 毅会員 

①米山奨学生のパクカヨンさん、本日はようこそ。 

楽しみにしております。 

②ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

 余計な事ですが、くれぐれも奥様孝行して下さ 

い。私の反省からです。 

●池之上 和哉会員 

①パク カヨンさん、ようこそ！本日は宜しくお 

 願します。 

②ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

●佐々木 敏尚会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

②米山奨学生のパクさん、ようこそ！本日は卓話 

を宜しくお願いします。 

●ゴルフ同好会より 

 先日のゴルフコンペにて、残念ながらニアピン 

 を取れなかったホールがあり、スマイルします。 

●豊岡会員、櫻内会員、早川会員、冣住会員、藤 

 本会員、横溝会員 

 先週の夜間例会の後、6名で会員増強活動をし 

 お釣りをスマイルします。 

本日のスマイル額  ２４，４００円 

 

 

 

本日のお花の紹介は「金木犀」を紹介させて頂 

きます。金木犀の産地は中国の南で、江戸時代に 

日本に伝わって来ました。 

 金木犀には、金木犀と銀木犀があります。お花 

の時期は 9 月～10 月です。花の咲く期間が短いで 

すが、地球温暖化の影響で二度咲きします。 

中国には金木犀の食品が多数あります。お酒と 

か、お菓子とかを良く見かけますが、日本で金木 

犀の食品を見かけないのは、江戸時代に金木犀を 

持って来た人が「雄」しか持って来なかったため 

 



 


