THE WEEKLY NEWS OF FUTTSU CITY
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2790 ORGANIZED :Nov.20,1991
国際ロータリー第2790地区

富津シティロータリークラブ

創立1991/11/20 RI加盟承認
2017～2018年度

2017～2018年度
R.I会長

1992/1/13

富津シティRC会長

イアンＨ．Ｓ．ライズリー

立石

例会場：新日鐵住金(株)技術開発本部

Office

泰之
富津クラブ

千葉県富津市新富20-1

20-1 Shintomi，Futtsu shi, Chiba ken
TEL 0439-80-2525

TEL：0439-80-2525
事務所：新日鐵住金(株)技術開発本部

富津クラブ

千葉県富津市新富20-1

TEL：0439-80-2525
Meeting Place

例会日：

Ｆuttu club ,at12:30, Wednesday at 18:00,Last Meetings

第２７９０地区ガバナー
第４分区ガバナー補佐
富津シティＲ．Ｃ会長
〃
副会長
〃
幹事
〃
SAA

寺嶋
内田
立石
椎津
高木
遠藤

№１２３１
ＳＡＡ

遠藤

哲生（柏ＲＣ）
稔 （木更津東ＲＣ）
泰之
裕貴
一彦
和夫

第１８回

和夫会員

会長

副会長

例会 ２０１７年１１月８日（水）

水曜日

12：30～13：30

最終例会

18：00～19：00

幹事

ＳＡＡ

雨・曇り

ソング
「奉仕の理想」

点鐘

立石

泰之会長

ソングリーダー
高木

【会長挨拶】

立石

一彦会員

泰之会長
皆さん、こんにちは。本日はロータリー米山記念奨学生の卓話があり
ます。卓話奨学生として李

笑姫（イ

ソヒ）様、付添地区委員

石田

善一様がお見えになりました。この後で李笑姫様には自己紹介・留学動
機・勉強・米山奨学生としての内容などで卓話をして頂きます。お二人
のご来訪、ありがとうございます。卓話を宜しくお願い致します。
１１月２日木曜日に友好クラブ・川崎マリンロータリークラブ様のお
招きで鎌倉散策・夜間例会に参加して来ました。サンピアンかわさきに
集合してバスに乗り合わせて出発、鎌倉生涯学習センターに到着して散
策を始めました。最初に今年５月に開館した鎌倉歴史文化交流館にいき
ました。建物は本館、別館とあり通史展示室、中世展示室、近代/近現代
展示室、考古展示室、交流室に分かれていました。鎌倉には、世界に誇る貴重な歴史的・文化的遺産が、現代まで豊
富に引き継がれています。館内では、鎌倉の歴史・文化を通史的に紹介し、あわせて鎌倉で発掘された出土遺物など
を公開しています。鎌倉の優れた歴史的・文化遺産展示でした。昼食は川崎マリンロータリークラブ友好クラブ担当・
松中秀司様の同級生が経営している老舗の中華料理店

二楽荘でいただきました。すべての料理がとても美味しかっ

たです。昼食後は鎌倉市景観重要建築物にも指定されている聖ミカエル教会聖堂に行きました。鎌倉は日本的なイメ
ージありますが、この教会は地元の人たちに愛されている感じがしました。次に鎌倉彫の歴史的代表作品が展示して
広報委員会

佐々木敏郎

和田充敏

窪田謙

竹内謙治
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高木一彦

ある鎌倉彫会館に行きました。すべて手作業で彫った作品ですがとても細かい作業で素晴らしい作品の数々でした。
今回の鎌倉散策（鎌倉歴史文化交流館・聖ミカエル教会聖堂・鎌倉彫会館）にはすべて歴史研究家・内海恒雄先生
の案内がありまして、とても勉強になりました。夜間例会はアマンダンブルー鎌倉にて行われました。この建物は
オーシャンビューから眺める夕陽に染まる海と鎌倉の新鮮な食材を使用した食事が楽しめます。今回はジャズボー
カル＆ピアニストの高橋興子さんのコンサートがありました。生のピアノ弾き語りコンサートはとても贅沢な時間
でした。最後に会場にいるすべての人で東日本大震災復興の歌「花は咲く」を歌いました。初めて自分は歌いまし
たが歌詞がとてもいいと感じました。一日を通して天気に恵まれ爽やかな秋の一日を楽しめました。本日も宜しく
お願い致します。

【お客様】
国際ロータリー第2790地区
地区米山記念奨学委員会 副委員長

【結婚祝い】

【幹事報告】

１１月８日

高木

国際ロータリー第2790地区 2017学年度
ロータリー米山記念奨学生 李 笑姫様

石田善一様

平野

勝也会員

一彦幹事
こんにちは、本日は先月に引き続き、石田さんありがとうございます。
そして、李笑姫さん卓話を宜しくお願いいたします。
さて、ベトナム訪問の件は立石会長からありましたので割愛しまして、
来週の例会は会員卓話という事で、私が議会についての報告をさせてい
ただきますが、実は昨日から富津市議会議会報告会が始まりました。
この議会報告会は今回で3回目になるのですが、1回目はホールの壇上で
議会の報告をして後から質問を受けるという形式だったのですが、昨年
より、一方的な報告会でなく、カフェトーク形式と言ってテーブルごと
にグループ分けをして、テーマに沿って議論し、グループごとに発表す

るという形式に変わりました。
今までは、議員と顔を向かい合って議論するという機会は無かったので、新しい試みとして継続して行きます。
今後の予定は9日(木)が富津公民館にて18:00より「子育てについて」議論し、18日(土)は佐貫コミュニティセンター
にて「公共交通について」議論いたします。
お時間のある方は是李とも参加してみて下さい。
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それでは、幹事報告をさせていただきます。
・国際ロータリー日本事務局より、My ROTARYアカウント登録方法についてメールにて連絡がありました。皆様に
おかれましては、既に登録済みと思いますが、今一度ご確認下さい。
・同じく、RI事務局より、ロータリー財団月間 リソースの案内が届いております。回覧しますので、ご確認下さい。
・国際ロータリー2790地区ガバナー事務所 地区大会実行委員会より地区大会開催のお知らせが来ております。
大会第1日目
日時:2月24日(土) 登録開始 12時30分 開会点鐘 13時
場所:ホテル ザ・マンハッタン 千葉市美浜区ひび野 2-10-1
会費:RI会長代理歓迎晩餐会 お一人15000円(会員・ご家族共)
大会第2日目
日時:2月25日(日) 登録開始 8時30分 開会点鐘 9時30分
場所:ホテルニューオータニ 幕張 千葉市美浜区ひび野2-120-3
会費:大会登録料 第2790地区 会員及び事務局員 無料 ご家族 3000円
※本会議後の大懇親会(無料)にも是非ご参加ください。
WEB登録期間は11月1日(水)〜12月22日(金)となっております。
・ガバナー事務所 RYLA委員長より、第41回RYLAセミナー実行委員ご推薦のお願い(再度)が届いております。
現在10名程人数が不足している状況です。
推薦期日:11月17日(金)
※第2回実行委員会を11月19日に開催する予定です。
※今年度のRYLA セミナーは、平成30年2月17日〜18日に開催予定です。

送付先:RYLA 委員長 阿部昭広 FAX0439-55-7192 E -mail akihiro_abe@souma-Japan.com
・君津ロータリークラブより週報が届いております。
・木更津東ロータリークラブより週報が届いております。
・富津中央ロータリークラブより週報が届いております
以上で幹事報告を終了いたします。

【委員会報告】
・クラブ管理運営委員会

渡邉

敏

会員
ベトナム訪問に対する餞別をお渡しします。
お気を付けてお願いします。

【卓話】

国際ロータリー第2790地区 2017学年度
ロータリー米山記念奨学生 李 笑姫様
こんにちは、私は韓国のヨンインから参りました、木更津ロータ
リークラブでお世話になっているイソヒと申します。現在、東京情
報大学の総合情報学科三年生で、金融会計系のセキュリティを専攻
しております。私の専攻についてはまた後で、詳しく説明させてい
ただきたいと思います。
私が今住んでいるヨンインは、日本と言えば、千葉みたいなとこ
ろです。山と土地が多い地域で、ソウルのすぐ下のほうにあり、バ
スだと約４０分ぐらいかかるところにあります。ソウルに住んでい
る人口が多すぎて、ヨンインの方に散らばそうという政策で、いま
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新都市として開発されている地域です。
ヨンインは土地が広いため、楽しめられるところがいろいろありますが、その中で一番おすすめするところは、伝
統の街です。韓国では「民族村」といい、「民族の村」という漢字を使います。外国から観光としてよく遊びに来た
りするところで、韓国の伝統的な遊びや建物そして衣装を着たり、見たり、直接韓国の文化をたくさん経験できると
ころです。私の祖父も昔あそこで働いてましたが、いまは少し年を取って休んでいます。また、エバーランドという
ディズニーランドみたいな韓国で有名で大きな遊園地もヨンインにあります。そのエバーランドの隣にはケリビアン
ベイという温泉でありながら、プールもあるウォーターパークがあり、学生の頃、いつもエバーランドで遊び終わっ
たら、ケリビアンベイに行ったりした思い出があります。
続きまして、私の家族を紹介したいと思います。
私の家族はお父さん、お母さんと大学１年の弟、私の４人家族です。お父さんは私が子供の頃からいつも上の人だ
けではなく私より下の人にもみんなに対して礼儀正しくしないとだめだと礼儀を重視する無口な人です。前までIT企
業で働き、パソコン関係の仕事を勤めていたのですが、いまは車関係の仕事をしてます。お母さんは昔、化粧品の会
社で勤めていたのですが、いまは銀行で働いてます。弟は今年から大学に入り、自動車デザインを専攻として勉強を
しています。また、韓国は軍隊が義務であり、弟は来年から２１か月間国をために軍隊を入る予定です。私は中学生
になる前まで水泳の選手をやっており、中学生からはバスケをやっていました。
高校生からは大学の受験に集中するため、スポーツをやめ、日本語の勉強をはじめました。
この中で、なぜ私は日本語を学ぼうとし、留学をしようと思ったきっかけは、お父さんの影響が大きいです。なぜ
なら、お父さんの会社に通じて海外のいろいろな企業を知ることができたからです。特に、韓国はインターネット普
及率が高く、お父さんがIT企業に勤めていたため、私は自然とネットワークに関心を持つようになりました。それに
つれ、将来はセキュリティシステムを学び、それを仕事にしたいと考えていました。そのうち、私が学びたいセキュ
リティシステムを韓国だけではなく視野を広げ、ほかの国で経験しながら、勉強することによって、考えも深くなり、
様々な人たちとの交流もできると思い、留学をしたいと思いました。さらに、ほかの国々の人たちとは文化が少し違
い、考え方なども少し違うため、様々な人々と交流ながらみんなの意見を参考とし私が開発したいことに大きな力に
なると思いました。
その中で、日本は韓国と社会構造が似ており、韓国がいつもモデルにしている国だからです。たとえば、韓国のサ
ムソンのようにソニーをモデルとして創った会社などがあります。日本で勉強することによって、今後必要とされる
新しい情報技術が何かを自分が身につけられ、研究することができると思い、日本を留学先に決めました。
日本に留学するため、私は周りの環境をより日本語を身に着けることができるよう、高校生のときから、本や教科
書を全部日本語で書かれているものを使いました。そして、会話や聞く力を強くするため、ドラマを見ながら覚えた
り漢字を書いてみたりなどの方法でやりました。最初、２回ぐらいは字幕をつけ、ドラマや映画を繰り返してみたの
ですが、次からは字幕を付けず、ドラマや映画のセリフを自分なりで真似をしてみたり、聞こえる風に書いてみたり、
もし、聞こえなかった場合や意味が分からないところがある場合は、その部分だけ字幕を探してみたり、辞書で意味
を探したりして、勉強を続け、今の大学に無事に合格できました。
そして、私の高校には日本の高校と姉妹校があり、ホームステイとして日本の高校から私の高校に来たり、私たち
が日本の高校に行ったりする行事があって、三年間積極的に参加し、日本の文化や日本語を身に着けるように頑張り
ました。だが、その頃の私は「こんにちは。」と「よろしくお願いします。」しかわからなくて、日本の高校生たち
とコミュニケーションを取るのがすごく大変だったのですが、よくわからないことは電子辞書を持ち歩きながら、調
べたり、私がわかる範囲で日本語に説明してもらってメモを取ったり
して意味を習得しました。
こうして、1年半ぐらい一生懸命に日本語を学んで勉強をつづけま
した。
次にいま私の研究テーマについて話したいと思います。
私の研究テーマはまだ決まっていないのですが、現在、高性能機器
になれなくて困る人たちが増えてしまい、それが社会の疎外問題につ
ながる可能性があることを知り、その人たちが使いやすい組み込み系
のシステムセキュリティを研究したいと思ってます。そのため、私は
情報系の講義を中心に経営系、心理系、英語を履修しています。なぜなら、経営や心理、英語の講義は、私が開発し
ようとするセキュリティシステムにとって重要になると思ったからです。
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まず、人の心理は社会に大きな影響力があると考えたからです。どうすれば、消費者の購買意欲を刺激できるのか
より使用してくれるかといったことに対する人の心理が知りたいと思い、心理学を履修してます。
そして、グローバル社会に対応できる視点やコミュニケーションなど、様々な場面を考える能力も一緒に学ぶこと
で、より実践力を高めることができ、それが私にとって非常に有用だと思い、ほかの講義と一緒にビジネス英語の講
義を受けるようになりました。これから人々が必要とするシステムにどのような方法でセキュリティを運用していけ
ば良いのか。より社会に必要とされる基礎力を身につけられる勉強をすることで、私が開発したいことに大きな力に
なるのではないかと思っていました。ですので、私はセキュリティ系に限らず、様々な講義を一年生から続けて履修
しています。
こういった講義を続けて履修し、誰もが使いやすい、信用できる組み込み系のシステムセキュリティを開発できる
のかを研究したいと思ってます。
（たとえば、最近、クレジットカードもスマホに入れて使用しているので、本当にそれは安全なのか、みんなが信用
できるネットワークセキュリティシステムを開発したいです。）
将来は自分の会社を創りたいと思っていて、経営や会計の勉強も一生にやっています。ですが、専門はセキュリ
ティなのですが、ゼミを選ぶときは、必ずセキュリティの方に行かなくてもいいのではないか？と思い、ゼミは金融
会計経営の方に入りました。なぜかというと、専門がセキュリティだとしても、自分に弱点を作りたくなかったです
ので、自分の中で一番弱い科目は何なのかなどをよく考え、一番弱い科目や私が将来夢を叶うため二番目に必要な科
目は何のかを悩んでいるうち、金融経済会計コースを選ぶようになりました。逆に、セキュリティのゼミを入ったと
しても、セキュリティ勉強しかできず、できる範囲が狭くなると思っていました。将来、何を任されてもできる人に
なりたいと思って、勉強の範囲を広げています。私のメリットといえばメリットなのですが、まだ、二十歳なので、
チャレンジする機会が多く、将来には役に立つ人になるためがんばりたいとおもいます。
ここで将来の話を追加で話したいと思います。私の最終目標は自分の会社を創ることです。詳しく言いますと、大
学を卒業した後、すぐ会社を建てるわけではなく、一応、４－５年間ある会社に入社し、現在の状況や何の問題が発
生しているのか、いまの人たちは何を求めていて、これから何の技術が必要にされているのかをよく分析し、私が大
学で学んだことや今までやってきた活動を活かし、新しいセキュリティシステムを開発したいと思っています。もし、
そのときまで、今まで起きてなかった新しく問題が発生したとか私的に理解・納得できてない問題、また、私の中で
足りていない知識などの部分をもっと勉強するため、大学院に進学し、大学院まで卒業したら、会社を創るためには
何をすればいいか、計画を立て、セキュリティ系の会社を経営したいと思ってます。
また、私は学業以外で頑張っているのは、ボランティアと部活です。ボランティアは去年から千葉市国際交流セン
ターで活動しており、小学生や中学生の子たちに自分の国の文化を教えたり、国際選手権などが開くとき、そこに行
って、韓国選手たちを手伝う通訳者として働いたりしました。そして、部活は軽音部と文化祭実行委員本部を入り、
軽音ではボーカルとベースを弾き、文化祭実行委員本部では５つの部署があり、私は学校の文化祭を外部の人々にど
のように広報すればよいかを担当する広報の方に入ってます。
それ以外として学びたいのは、人間関係と理解です。誰とも仲良く、人を理解できる人間になれなければならない
と思いました。私が韓国にいたときは、人間関係の面でそれほど難しさを感じなかったのですが、日本に来て、文化
の差などを感じ、どのように接すればいいかわからなくて困って、少し挫折もしていました。この点で、ロータリー
クラブの活動は私に大きな影響を与えました。年齢代も少し離れているロータリーアンの方々や奨学生たちと初めて
出会ったときは、簡単な日本語も出ないぐらい頭が真っ白で緊張していました。今考えてみると、その緊張感は「初
めてであったから」「公式な場所だから、公式的なふるまいだけをしないといけない」「私の日本語や敬語のしゃべ
り方が上手くないから、礼儀が正しくないと思われる」と思い、自信がなかったのですが、それは「私の考え方」か
ら来たもので、その考え方は間違ったものでした。私は外国人でさすがにすべての日本語を正しく使うのはまだ難し
いことであり、当たり前なことでした。公式な場所だからといって、あくまでも固いことより、互いに話し合って、
理解しあうことを目標としている方々が集まったところでした。そして、最初、人を接するためには何をすべきかを
よく考えられる貴重な経験になりました。このような考え方をさせてくださったロータリーアンの方々に感謝の言葉
を伝えたいです。ありがとうございます。これからは誰に接しても恥ずかしがらず、自信をもって、私はどのような
人なのかを見せていきたいと思います。そして、単なる奨学生ではなく、もう一人の家族のようになりたいと思いま
す。
最後に日本に来て二年半ぐらいたつのですが、前よりもっと、この先の時にはいまよりもっと成長するためにこれ
からも頑張りたいと思います。また、このロータリーの活動を通じて、韓国と日本の懸け橋になり、韓国に足りない
-５-

技術、日本に足りない技術をよく把握し、より韓日関係を強く丈夫なグローバル関係ができるように頑張りたいと思
います。
この場を借りて、もう一度ロータリーアンの方々に感謝の言葉をお伝えします。
皆様のご貴重な時間ありがとうございました。そして、ご清聴ありがとうございました。これからもよろしくお願い
します。

【ニコニコボックス】
三井

徹

会員…

クラブ管理運営委員会

渡邉

敏

会員

イ・ソヒ様、卓話有難うございました。
石田様、有難うございました。

竹内

謙治会員…

石田様、イ様、ようこそお越し下さいました。
本日は、卓話を頂きありがとうございました。

平野
宮崎

勝也会員…
晴幸会員…

おせわになります。
本日は貴重なお話をしてもらいありがとうござ
いました。今後の活動に活かしていきます。

遠藤 和夫会員…
佐々木敏郎会員…

米山卓話イ・ソヒ様、本日はありがとうございます。
石田様、本日は足もとの悪い中ありがとうございます。
イ様、日本に留学されたことを心より歓迎致します。
充実した日々を送れることを祈ります。

立石

泰之会長…

いつもお世話になっております。本日は米山卓話として李笑姫様がご来訪頂きまして
ありがとうございます。また付添地区委員石田善一様ありがとうございました。
本日のニコニコ

累計金額

【出席報告】

クラブ管理運営委員会

区分

会員数

出席

欠席

make up

出席率

今回

15

12

3

2

93.3%

前回

15

14

1

0

93.3%

宮崎

-６-

晴幸会員

9,000円
158,000円

