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世界へのプレゼントになろう

2月11日 休会
2月18日 卓話（未定）
　　　　　（時間変更）
2月25日  IMに振替
　　　　2/28インターシティ
　　　　　　　  ミーティング

　皆さんこんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
　　国際ロータリー第2770地区米山記念奨学部門委員長堀田明様、米
山記念奨学生の朴玉順（パクオクスン）さん、李暁竜（リショウリュ
ウ）君、李昴（リコウ）君、そして当クラブの周彬（シュウビン）君
ようこそおいで頂きありがとうございます。朴さんには、後ほど卓話
よろしくお願いします。
　皆さんもご存知かと思いますが、1月15日に濱野パストガバナーがご
逝去されました。セレモニー大宮ホールで、本日6時から通夜、明日10
時より告別式が行われます。ご冥福をお祈り申し上げます。お正月に
濱野パストガバナーから年賀状を頂きました。会長職への励ましの、
お言葉が書かれていました。ガバナー年度の会長でない、私にまでお
気遣い頂いたことを感謝致します。どうぞ、安らかにお眠りにつかれ
る事をお祈りいたします。
　さて、1月18日に大雪になったのは上空の強い寒気と「南岸低気圧」
が原因と言われます。気象庁の解説によれば、日本の南の海上を通過
する低気圧のコースによって雨や雪が降るかどうかが変わります。「南
岸低気圧」による雨の予想も難しいようですが、雪の場合、気温の予
測も加わるので予想はさらに難しくなります。夏場の一時期を除き、
上空の雲の中で作られる降水は一般的に雪となります。雪でスタート
した降水がそのまま解けずに地上まで届くと雪として観測され、解け
てしまうと雨になります。低気圧が近くを通ると降水となる可能性は
高くなりますが、低気圧の南側から流れ込む暖かい空気も流れ込むた
め、雪は途中で解けて雨となる可能性が高くなります。地上から上空
までの全層で気温が氷点下となっていれば、問題なく地上まで雪のま
ま落ちてきますが、途中に気温がプラスとなっている層がある場合は
予想が難しくなります。気温がプラスになっている空気の層が薄い場
合には、雪が解ける前にその空気を突き抜けてしまいます。一方、気
温がプラスになっている空気の層が厚い場合には雪は解けてしまいま
す。ところが、雪が解けることで、周囲の空気から熱を奪うため、周
囲の空気が冷やされる効果が発生します。その結果、周囲の空気が氷
点下になれば雪は解けないことになります。空気が乾燥していると、
雪が蒸発することで、周囲の空気からさらに熱を奪います。このよう
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朴さん、卓話ありがとうございました！

らは自分が選択したものには責任を持ちなさいと言わ
れています。３姉妹の中でも意志が強く、日本に来て、い
つも前向きに、すべてが経験だと思って習える点を考え
ています。勉強は一生するものだと思います。私は留学
しながらいろいろな経験をしていますが、よりよい通訳
と翻訳者になることが夢で、皆さんと会うこと、文化を知
るなど知識の幅を増やすことなど勉強しています。日本
に来て６年ですが、日本をよりよく韓国に知らせたい、そ
して韓国をよりよく日本に知らせたいというのが夢です。
日本のさまざまなことを理解して正しく語れる人になり
たいと思っています。通訳として人と人をつなげ、国と国
をつなげる架け橋になるようにがんばりたいと思います。
去年からロータリーの方 と々出逢い、奉仕活動を通じて
私のささやかな出来事で笑ってくださる笑顔が大切だ
なと感じます。濱野パストガバナーからは、自分のまわり
にいる人を大事にしなさいとか、小さな幸せを感じる人
になりなさいと、いつもいろいろと励ましてくださいまし
た。最後に濱野パストガバナーのご冥福をお祈りいたし
ます。皆さんもずっと元気でいてください。

スマイルスマイル
地区米山記念奨学部門委員長 堀田様／関口会長／久保田副会長／
藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／
井上会員／尾花会員／大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／
島村会員／齋藤博重会員／深澤会員／須田会員／野瀬会員／
長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員／門崎会員／坂本会員／春日会員

出席　　会員数　　３8　　　出席数　　25
欠席　　欠席数　　13　　　（％）　 65.79
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　    100    　     （Ｍ・Ｕ）      0

出席率

　米山の学生を４年みて
きて、学生から感動や喜び
を勇気を貰ったら、それは
寄付をしなければならない
だろうと考えるようになりま
した。今日、朴さんの卓話
が良かったよと思われた方はご寄付を積み重ね、上尾
クラブさんとしては寄付者率をあげるよう、ご協力をい
ただければと思います。ありがとうございました。

地区米山記念奨学部門委員長　堀田　明様

第２625回例会　 新年例会

皆様ご出席ありがとうございました。2016年もよろしくお願いいたします！
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幹　事　報　告
藤村　作幹事

ロータリー米山記念奨学金授与

◆2016-2017年度のＲＩ
のテーマが、米国サンディ
エゴで開幕した国際協議
会でジャン・ジャーム会長
エレクトから発表されまし
た。”Rotary Serving 
Humanity”　「人類に奉仕するロータリー」です。
◆次年度の地区ロータリー財団補助金管理セミナーが

委員長報告
米山記念奨学委員会　カウンセラー　細野宏道委員
本日（1/21）夜、米山記念
奨学生の周君の就職お祝
い会を予定していましたが
、先程、会長幹事からも報
告があったように濱野パス
トガバナーのお通夜の都
合から、延期とさせていただきます。後日、富永委員長と
相談させていただき、３月に卒業祝いも兼ねてお祝い会
を開催させていただきます。

な効果により、降り始めは雨でも、次第に雪に変わ
ることがよくあります。雪が降ることで空気が冷や
される効果も併せて考える必要があります。雨とし
て落ちてくるか雪として落ちてくるかの判断は非常
に難しいことがあるようです。この雪をもたらす寒
気はシベリア高気圧からもたらされるものでした。
知識の泉と言う小中学生向けの理科の教材の説明に
よれば、日本の周りには4つの気団があります。気
団とは、広い地域を覆っている高気圧が、ある地域
に長い間いるとその地面や海の気温や湿度の影響を
受けて、空気の気温や湿度が同じ性質を持つように
なります。地域の気温や湿度と同じようになった空
気の塊を気団と言います。「シベリア気団」とは、
冬に発達する大陸性の気団で、冷たく乾燥した空気
の塊で、冬に北西の季節風を吹かせます。シベリア
高気圧が代表例です。他に「オホーツク気団」梅雨
や秋雨の頃に発達する海洋性の気団で冷たく湿った
空気の塊です。オホーツク海高気圧が代表例です。
「揚子江気団」は、春や秋に発達する大陸性の気団
で暖かく乾燥した空気の塊です。この気団の一部が
ちぎれて偏西風に乗って移動してきます。移動性高
気圧が代表例です。「小笠原気団」夏に発達する海
洋性の気団です。暖かく湿った空気の塊で北太平洋
気団とも呼ばれます。夏の南東の季節風は小笠原気
団の空気が流れだしたものです。夏の蒸し暑さは、
この気団の影響からきています。4つの気団の他に
「赤道気団」があります。赤道付近にできる、海洋
性の気団です。熱く湿った空気の塊です。台風や熱
帯低気圧が代表例です。大気の流れを理解すること
により、天気予報がさらに理解できることと思いま
す。今週末ははたして雪となりますか。皆さんも、
予想をしてみてはいかがでしょうか。
　以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

２月１９日（金）越谷コミュニティーセンターであります。
会長エレクト、各奉仕部門の委員長の方々、出席をお願
いいたします。
◆先日の日韓青少年交流訪日団受け入れのお礼が地
区青少年インターアクト委員長からきています。韓国３
７５０地区訪日団５７名が無事に帰国しました、とのこと
です。ありがとうございました。
◆濱野パストガバナーの訃報については会長からお話
しがあった通りです。本日（1/21）夜、会長と私でお通夜
に行かせていただきます。

米山記念奨学生　　周　彬　君

　本日は地区米山記念奨学部門委員長堀田さん、米山
記念奨学生の朴玉順さん、李暁竜君、李昴君に来てい
ただいています。どうぞよろしくお願いいたします。

例会主題～卓話
卓話者紹介　　大木　保司　会員

　私の恩人である朴さん
をご紹介します。朴さんは
韓国から来ており、私は国
際交流委員会委員長とい
う立場で韓国３７５０地区
との接点役をしていて、ま
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米山記念奨学生　朴 玉順さん（世話クラブ 戸田西RC様）

ずはじめに会ったのが日韓親善会議で通訳として来て
いただきました。たいへんスムーズな進行役で、その時、
金（Kim Seok-Tae）ガバナーと井原ガバナーともに朴
さんを気に入りまして、地区大会の時にはぜひ朴さんに
通訳になってほしいと内々にありました。11月の地区大
会では４人の通訳のローターションの中の１人で、朴さ
んは出迎えから見送りまでのフルタイムを通訳していた
だきました。特に今までにないことでガバナー同士のト
ップ会談でも朴さんに通訳をお願いしたいとご指名が
あり、これからの日本と韓国の発展的なおつきあいにつ
いてを話し合いました。地区大会が無事におわったのは
朴さんたちのおかげと感謝いたします。国際大会がソウ
ルということもあり、これからも第３７５０地区との接点
が増えると思いますので、通訳さんという陰の力がある
ことを御承知いただきたいと思います。

　ご紹介いただきありがと
うございます。大塚パストガ
バナーと大木さんのいる上
尾ＲＣで卓話ができ本当に
嬉しく思っています。よろし
くお願いします。
　私の生き方は「やればできる」です。スライドの表紙を
飾りました。私は生まれてすぐ釜山に引っ越したので、
故郷は釜山だと思っています。子供の頃は活発で、女性
でありながらガキ大将のような存在でした。学歴で履修
したのはだいたい外国語ですが、もともとは数学が得意
です。その後、英語に嵌り、フランス語を専攻し、次はト
ルコ語を専攻したのですが、日本語に接してからは日本
語に嵌って、日本の文化・地理・歴史さまざまな分野が
大好きで日本オタクと呼ばれるくらいになり、日本に留
学しました。日本語を習っているうちに自分が日本語で
何をするかと考え、日本を理解して韓国人に伝えたいと
思い通訳と翻訳を勉強しました。それで埼玉大学に編
入していま日本古典文学の勉強をしています。
　世話クラブは戸田西です。いつもあたたかい言葉と激
励をくださっている駒崎繁夫さん、小山会長をはじめ愉
快なロータリアンの方々に囲まれて日々幸せな時間を
過ごしています。最初は緊張しましたが毎回例会に参加
して、うちのクラブはみんなと話す機会が多く、今ではま
るで親戚の方々のようにいろいろな悩みの相談もして過
ごしています。
３人の写真がありますが、うちのクラブの鈴木さんが畑
をもっていて、少しでも手伝いたいと思いから、私は農業

委員会をたちあげま
した。雑草をとった
り収穫を手伝ってい
ます。奨学生にも声
をかけたら参加して
くれました。
　米山奨学生にな
ってさまざまな体験をしていますが高校で韓国語を教
えていて、生徒が韓国料理をリクエストして一生懸命作
り、美味しく食べました。春から教えはじめた高校１年生
が昨日ハングルをスラスラ読んでくれ、そういった場を
提供してくれたロータリアンの方々に感謝をしています。
地区大会や日韓親善会議も経験して、さまざまなロータ
リアンの方 と々交流させていただいています。９月には
老人ホームに行きボランティアで奉仕活動をしました。
ロータリーフェスタにも行って、３７５０地区のガバナー
とも時々電話をしています。
　次に私の研究を話します。日本文化の枯山水や浮世
絵も大好きです。卒論で古典を勉強しているうちに平安
時代の伊勢物語が好きになり、絵巻もあるのですが、伊
勢物語の研究はたくさんあるにもかかわらず絵巻に関
する研究が進んでいないのが日本の状況です。なので
自分が研究を進めてみたいなと思い研究を始めました。
そのうちに室町期の静嘉堂文庫所蔵「伊勢物語絵巻」
には定家本と非低定家本の混用があるのではないかと
指摘があり、混用はなぜおきるのか研究したいと思い、
いま研究しています。
　次は私の地元の
釜山についてご紹
介します。韓国の南
東にある都市で、韓
国のマイアミビーチ
といわれるほどの海
水浴場が有名です。
近代的な80階建ての高層ビルも建ち、夜景スポットにも
なりました。外国人も多く住み、東日本大震災の時に日
本人もだいぶ家を買ったそうです。釜山の海はとてもき
れいで、たくさんの方がレジャーで訪れます。ＡＰＥＣの
首脳会議も開かれました。皆さんもご存じのジャガルチ
市場は一時衰退しましたが観光客が訪れるよう再開発
しきれいになりました。食べ物ではクッパが有名です。
海鮮も安く、リーズナブルにたくさん食べることができま
す。皆さんぜひ釜山に来ていただければと思います。
　私は夢を叶えるためにがんばって生きています。父か


