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第２４３７回例会 ２０１８年３月８日
あいさつ運動 （杉戸・第三・泉・高野台、4
（杉戸・第三・泉・高野台、4 校）

第２４３８回例会
第２４３８回例会 ２０１８年３月１５
２０１８年３月１５日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

会長挨拶

中野会長

からもロータリーに携わるという意味もあります。アヒョン

我等の生業

さんもこれから社会人となりますが、時々は近状報告をし

加藤会員

にクラブに来てほしいと思います。
当クラブでは先月、石井会員が亡くなりましたが、他クラ

昌平中学・高等学校 校長 城川 雅士様

ブでも今月訃報通知が 2 通ありました。季節の変わり目

米山奨学生 パク・アヒョンさん

には体調を崩しやすくなります。皆様もどうぞお体を大切

渋 谷副会
谷副 会 長

本日は、昌平高校の城川校長にお越し頂きました。昌
平高校は、2007 年に新しく生まれ変わり 10 年になります。

にして健康に過ごして欲しいと思います。

幹事報告
幹事報告


ガバナー事務所より、平成 30 年

生徒のカラーがすっかり変わり、見るからに優秀な生徒

4 月 13 日(金)大宮ソニックシティ

が店の前を通って行きます。皆様もご存じのとおり文武

大宮で開催される、地区研修協

両道で、学業や部活動に活躍され地元の商店街も鼻が

議会について再度案内が届いて

高い思いです。今日は、卓話をお願いしてありますのでと

おります。受付 9:30 より、10 時

ても楽しみにして参りました。宜しくお願い致します。

30 分点鐘。尚、今年度より懇親
会を行わなくなりましたので、ご報告致します。次年

先日、3 月 11 日に米山修了式が行われ、今パク・アヒョ

度の委員長はご出席よろしくお願い致します。

ンさんが、今月をもって奨学生を卒業することになりまし
た。米山は終了式と呼ばずに、学業を修める方の修了を
使います。それは、これで終わりではなく学友としてこれ

折原幹事
折原幹事



この度、渋谷会員がご結婚されましたのでご報告申
し上げます。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

米山奨学生卓話

米山奨学生 パク・アヒョンさん

外部卓話
外部卓話

昌平中学高等学校校長 城川 雅士様

私は先日の米山修了式で 2 年間

杉戸町昌平中学・高等学校校長

の奨学生を修了致しました。このよ

の城川です。本日は例会の貴重な

うに無事に大学を卒業できたのも皆

時間をいただきましてありがとうござ

様のおかげと感謝しております。

います。本日は、今、教育業界で起

私は埼玉大学で 4 年間勉強しま
した。1 年生の最初の半年は、とに
かく日本に慣れることで一杯でした。次の半年はホーム

こっていることなどをお話しさせてい
ただこうと思います。
その前に、昨年末には、当校の 3 団体、サッカー、ラグ

シックになり勉強をほとんどしませんでした。2 年目からは、

ビー、女子駅伝と全国大会に出場の際には、皆様には大

前の奨学金が切れてアルバイトをしなければなりません

変な支援をいただき感謝申し上げます。壮行会のほうに

でした。生活のためアルバイトをかけ持ちし 1 ヶ月に全く

もご出席いただきありがとうございます。時間がありまし

休みがない月もありました。そうしているうちに日本に来

たら、こちらの報告も詳しくさせて頂きたいと思います。

る本来の目的を見失っていました。
最初の 2 年間は、もう早く卒業したいとばかり思ってい
ました。3 年生になって米山の奨学生になり、経済的な問
題から解放されると、最初の日本に来る目的が思い出さ
れました。「母国である韓国では経験できないことをやり
たい」これが目的でした。
米山奨学生になり時間にもお金にも余裕ができ、外国
人留学生である私にできることを考えました。まず、関東
の「韓国人留学生の会」に入り、留学生のお手伝いを始
めました。埼玉大学にも外国人留学生のサークルがあり、
そこでは英語が標準語になります。しかし、私は英語が
苦手で、TOEIC の点数はありますが、英語を話すこととは
できませんでした。私が最初に留学先に日本を選んだの
は、実は英語を使わないからでした。しかし、多くの留学
生と接するのに英語が必要でした。私が英語を勉強しよ
うと思ったのもこのような経験からです。
私が就職する会社は機械メーカーですが、今後グロー
バル化が求められます。私は 20 代までは日本を拠点とし
てグローバルな仕事をしたいと思っていますが、将来的
には世界を飛び回るような仕事をしてみたいと思っていま
す。
私が日本に来ての 2
年間は本当に 20 年くら
いの長さに感じました。
しかし、奨学生になっ
てからの 2 年間は楽し
くあっという間でした。
本当は卒業したくないくらいです。米山奨学生になれて本
当に良かったと思っています。ありがとうございました。

スマイル報告

真中会員
真中会員

渋谷副会長
渋谷副会長：
会長： 城川校長、ようこそお越しくださいました。
折原幹事：
折原幹事 ： 城川様ようこそ。花粉の季節になりました。毎
日辛いです。

関口会員
関口会員：
会員： 昌平城川校長さん、本日はお忙しい所お話しあ
りがとうございます。

仁部会員
仁部会員：
会員 ： 本日は中学校の卒業式でした。この子たちは
中学入学の日（3 年前）は、季節外れの雪でした。3 年間の
努力でこんなにも暖かな日となりました。がんばれ～。

舟越会員
舟越会員：
会員： 城川校長様、有難うございました。大変参考に
なりました。

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員 ： 城川校長先生、お忙しい中お越し頂き有難
うございました。これからも長いお付き合いお願いします。

渡辺(
渡辺(良)会員：
会員： お客様ようこそ、公文書「改ざん」と「書き換
え」の使い分けが理解できません。誰か教えてください。

栗原会員：
栗原会員： 最近現場に出ないので、色白になりました。白
城川校長先生には、2020 年から変わる大学入試につ
いて、また昌平高校の取り組み、そして社会に求める人

い負け犬にならないようがんばります。馬場君は卓話中、一
人でせんべいを食べていました。私に食べますか？の一
言もいいませんでした。若くして金を残す人は心が大きい

材についてお話いただきました。

と思いました。

最後にサッカー全国

下津谷会員：
下津谷会員： 城川校長先生、卓話ありがとうございます。

大会の日本テレビで放

廣井会員：
廣井会員： 城川校長先生ようこそいらっしゃいました。来年、

映された、昌平高校の

うちの娘が受験させて頂いた時には宜しくお願いします。

ロッカールームでの動

アヒョンさん、また遊びに来てね。

画を再生していただき

加藤会員
加藤会員：
会員 ： 小さな庭ですが、自分で作り直しています。安

ました。

会員報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

私は 2 年前の 3 月およそ 8 時間の大

咲くのが楽しみです。

矢島会員
矢島 会員：
会員 ： 城川先生ようこそ、アヒョンさん社会人ガンバ

手術を受けました。早期ガンの手術で

レ。

すが、大変な思いを致しました。しかし、

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 私、今日で 8 時間の手術をしてから満 2 年

今はこうして元気になり毎日楽しくして

になりました。今は自由奔放で好きな行動で毎日楽しくし

おります。今日は 2 年目の快気祝いと
感謝の気持ちで、皆さんにお菓子をお配りしました。
昨年の暮れにお亡くなりになった大作さん、先月にお
亡くなりになった石井さん。本当に残念でなりません。健
康であることは、幸せなことです。皆さんも健康第一で、こ
れからもロータリー活動に励んでいただきたいと思いま
す。

出席報告

行で植木や草花を買ってきて植えました。葉が出て花が

真中会員
真中会員

会員数
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出席率

43
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74.42%

ています。人生もうけましたので。

古谷（松）会員
古谷（松）会員：
会員： 昌平城川校長、卓話あしがとうございます。
29 年度は、昌平高校、杉戸町にとっても良い年でした。

細井会員：
細井会員： 篠原会員
篠原会員：
会員：小柳会員：
小柳会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員：
折原（弥）会員：
真中会員：馬場会員：
真中会員：馬場会員： お客様ようこそ。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３１，０
３１，０００円
，０００円
７３９，０００
，０００円
７３９
，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

