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米山学友の宋さん、また随行で相模原橋本クラ
ブの相澤さん、そしてニューシティクラブの尾崎
さん、津久井クラブの橋本さん、ようこそお越し
下さいました。
今日はニュースでも言っていましたが、都心で
9.9℃という低温で 31 年ぶりの記録だそうです。
また、これから上がらなければ 79 年ぶりの記録
が出るそうです。8 月に台風が無かったり、今月
の 15 日に 15℃を割ったりと気象が変になってい
まして、またこの冬も大雪になるのではないかな
ど、懸念されているようです。
そんな中、神奈川県の振込め詐欺の最新情報が
ありますのでお伝えします。29 年 8 月末で神奈
川県の被害総額が 30 億 3 千 200 万円だそうです。
内訳はオレオレ詐欺 19 億、架空請求詐欺 7 億、
還付金詐欺 3 億、融資保証金詐欺 1 千万などです
が、前年度比 2 億 9 千 300 万の増ということで、
件数で言うと 562 件増えているということです。
全然減らずにますます増えていく傾向だそう
で、我々の業界には 2 ヶ月に一度このような報告
書が届きまして、検挙への協力を依頼されます。
皆さんもお金をたくさんお持ちでしょうから、ぜ
ひ気をつけて頂き、振り込む時には再度確認をし
て頂ければと思います。
もう一つお知らせですが、11 月 1 日午前 10 時
から東名高速の新静岡～森掛川において最高速
度が 110km/h に変更になります。高速道路の制
限速度改定で試験的に実施されます。

【出席報告者

幹

斉唱

我等の生業

報告になりますが、次年度補助金を利用する
のであれば、10 月 28 日に補助金セミナーがあ
りますので、必ず受講して下さい。
11 月 3 日はインターアクトの年次大会、11
月 24 日は会員増強セミナーです。
次年度の第 5 グループガバナー補佐が相模原
柴胡 RC の清水寿人さんに決定しました。
また新会員の集いが 1 月 30 日(火) に敦煌酒
楼で行われます。
今日は米山学友宋さんの卓話がありますので
私の話はこれで終わりにさせて頂きます。
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宋 一大氏の紹介
相澤宏紀様
相模原橋本 RC の相澤です。こちらのクラブ
にお邪魔したのは初めてです。小山さんと同期
に会長をやらせて頂きました。その後地区の米
山委員になりまして 2 年目です。
今日は米山学友の随行ということで参りま
した。宋一大君は韓国の方で、奨学生ではなく
て卒業されて学友になり、今年学友会の会長に
なられました。
学友会会長としての立場のこと、自己紹介、
生業についてお話頂ければと思います。よろし
くお願い致します。

卓

話
米山学友会会長 宋一大様

はじめまして。自己紹介をさせて頂きます。宋
一大（ソン・イテ）と申します。出身地は韓国の
釜山です。
日本には 2011 年の 1 月に来て、栃木県の宇都
宮市の親戚にお世話になり、4 月から相模原市に
移住しました。
皆さん、2011 年の 3 月 11 日は忘れないですよ
ね。僕ももちろん同じで、初体験でしたし、その
時は栃木県にいたのでこちらより強い地震だっ
たと思います。
初めて地震の怖さも経験しましたし、地震対策
の勉強にもなりました。今も寝る時には横にヘル
メットと靴を置いています。何かあった場合すぐ
に使えるし、一番危ないのは頭で、また歩けない
と困るのでそうしています。
2011 年 4 月から北里大学大学院の医療系研究
科臨床研究企画開発に留学し、2017 年 10 月に医
学博士をやっと取得しました。卒業後は北里大学
で今までやっていた研究を博士研究員として続
けています。
僕が米山奨学生になったのは 2015 年から 2 年
間で、相模原大野ロータリークラブにお世話にな
りました。カウンセラーは今年度クラブの幹事と
して活躍されている角尾さんです。米山奨学生終
了後は 2017－2018 年度の 2780 地区米山学友会
の会長として活動しています。
僕の出身地の紹介をしますが、皆さん韓国の釜
山というのは聞いたことがありますか。正式名は
釜山広域市と言い、大韓民国南東部に位置する韓
国第 2 の都市です。対馬海峡に面し、昔から朝鮮
半島と日本とを結ぶ交通の要衝として栄えてき
た港湾都市であります。首都ソウルに次ぐ韓国第
二の都市として政治・経済・文化の面で重要な役
割を担ってきました。
釜山では毎年 10 月に花火祭りが開催されま
す。国内最大の海を横切る「ダイヤモンドブリッ
ジ」という橋がありますが、1994 年から 8 年間
の工事期間を経て 2003 年に開通しました。総延
長 7.42km でそのうち 900m が吊り橋になってい
ます。
日本に来てどんな研究をしたかをお話します。
長期高用量のアセトアミノフェンという鎮痛剤
の投与により肝機能に与える影響というのがメ
インの研究テーマでした。この研究は厚生労働省
から 2 億 4 千万円位支援を頂いて続けた研究で
す。他には日中の健康成人におけるアセトアミノ
フェンの比較研究や、日本の健康成人におけるア
ンチヒスタミン剤（アレグラなどの花粉症の薬の
成分）の効果についての研究をしました。

次に米山奨学会について話をさせて頂きま
す。米山学友というのは奨学期間を終了した元
米山奨学生のことを言います。米山学友会は米
山学友と現役の奨学生によって組織されている
会で、世代と国境を越えた交流の場になってい
ますので、皆さんにもぜひ応援をして頂きたい
と思っています。
学友会は日本では 33 団体あり、海外では韓
国、台湾、中国、タイ、ネパール、モンゴル、
スリランカ、マレーシア、ミャンマーにありま
す。母国での海岸清掃や貧しい子供への支援な
どの奉仕活動を行ったり、ロータリークラブと
連携しながら地域貢献活動を行っています。
2780 地区の米山学友会の組織構成は会長が 1
名、副会長が 3 名、会計が 2 名、部門の実行委
員会委員長が部門ごとに 1 名つきます。会計監
査はロータリアンの方で 1 名です。
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、
勉学・研究のために日本に在留している外国人
留学生に対し、日本全国のロータリアンからの
寄付金を財源に奨学金を支給し支援する、民間
の奨学財団です。
将来母国と日本との懸け橋となって、国際社
会で活躍する優秀な留学生を奨学することを目
的としています。優秀とは「学業」に対する熱
意や優秀性はもちろんのこと、
「異文化理解」｢コ
ミュニケーション能力｣への意欲や能力に優れ
ている点が含まれます。
米山奨学生の採用数は年間 720 名で、奨学団
体としては事業規模・採用数とも日本国内では
民間最大です。
特色としては奨学金による経済的な支援だけ
ではなく、ロータリークラブ独自の世話クラブ
とカウンセラー制度による心の通った支援があ
ります。カウンセラーは奨学生 1 人に対し、世
話クラブのロータリアンの中から 1 人がなりま
す。カウンセラーは奨学生の個人的なケアにあ
たるアドバイザーです。
様々な職業、世代で構成されるロータリーク
ラブでの交流は、奨学生が日本文化に接し、将
来や奉仕について考える機会となります。米山
奨学生とロータリアンの交流は、相互理解のみ
ならず、双方にとって財産となるものです。
最後に少しお話しておきたいことがありま
す。奨学生はただお金をもらうだけの外国人で
はないのです。
ロータリアンとの交流を深めるため、各ロー
タリークラブの活動への奨学生の参加や、色々
なイベントに奨学生と学友が参加してお手伝い
をすることも考えています。皆さんの役に立つ
ことができればと思っていますので、何かあり
ましたら僕に言って下さい。

お知らせをさせて頂きますが、11 月 25 日に米
山学友の主催で国際交流会を開催します。
ロータリアンの皆さんとの交流及び相互理解
の増進を趣旨とし、各国の料理を奨学生と学友
が作り、皆さんに提供します。場所はこちらか
らは遠くなりますが、小田原市役所梅の里セン
ターで、
時間は 13 時から 16 時 30 分の予定です。
これから案内通知が届くと思いますが、ぜひ参
加して頂きたいと思います。

相模原ニューシティ RC
尾崎 勲様より
相模原ニューシティロータリークラブの尾崎
です。私より私の父やおじの方が皆様とは面識
があると思います。
ニューシティクラブは 5 月から始まりました
が、私は 3 ヶ月ほど出席できませんでしたので、
9 月からはいつも出席し、色々と勉強させてもら
っています。
月 2 回で夜の例会なので出席しやすいのです
が、相模原の西門まではちょっと遠いですから、
今日はこちらのクラブが近くてびっくりでし
た。今後もお邪魔させて頂ければと思います。
始まったばかりのロータリークラブですの
で、例会の進行がたどたどしい感じがあります
が、今日こちらの例会を見させて頂き、とても
スムーズな進行で、雑談が入りながらも非常に
円滑に進んでいることに感心しました。
今日見させて頂いたことを持ち帰り、ニュー
シティクラブの活動に活かしていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

スマイル委員会

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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相澤宏紀 様
お世話になります。本日は米山学友会長の宋一大（ソン・イテ）さんをお連れし
ました。よろしく御願い致します。
相模原ニューシティRC
尾崎 勲 様
本日は参加させていただきありがとうございます。まだ RC の事はよくわかりま
せんので勉強させていただきます。今日はよろしくお願い致します。
津久井 RC
橋本 通 様
久し振りに出席させて戴きまして、皆様にお目に掛りなつかしい限りでした。皆
様の親より年上だと思う私ですので、何時迄会員でいられるかわかりませんが、
頑張って又お目に掛りたいと思います。本日は有難うございました。
津久井中央 RC
森田正紀会員
本日は卓話に宋さん、そして随行で橋本 RC の相澤様、ありがとうございます。
尾崎様もようこそいらっしゃいました。橋本様、お久しぶりです。ようこそいら
っしゃいました。そして沼崎さん、お帰りなさい。P.S 水野さんお誕生日おめで
とうございます。
杉本信一会員
久しぶりにスマイルします。
沼崎善充会員
水野、58 才おめでとうさん！8 月以来の例会出席です。例会に出れなくて体調が
すごく良く、SAA 担当がストレスだと思いました。
小川洋一会員
沼ちゃん、久しぶりですね。何事もなくてよかったです。安心しました。
水野 茂会員
今日は誕生日なのでスマイルします。
田畑和久会員
多くのお客様、ようこそいらっしゃいました。来週 4 日程遊びに行く分の仕事に
追いまくられています。22 日の雨のイベントで風邪をひかないように気をつけま
しょう。
高橋幸一会員
宋さん、橋本 RC 相澤さん、ニューシティ RC 尾崎さん、そして津久井 RC 橋本
さん、ようこそお越し下さいました。雨で現場は遅れ、22 日のお祭りも天気が心
配。なんとか晴れますように!!
佐藤祐一郎会員 宋君、相澤さん、尾崎さん、橋本さん、本日は雨天の中御来訪頂き、ありがとう
ございます。本日仕事だったのですが、雨でクローズになり出席できるようにな
りました。ジャケットを持って来ませんでした。申し訳ありません。
水野さん、Happy Birthday！
前沢弘之会員
寒くなりました。明日は今年最初の忘年会です。
小山里枝会員
宋さん、相澤さん、そして尾崎さん、橋本さん、津久井中央 RC へありがとうご
ざいます。水野さんがお誕生日でおまんじゅう買ってきました！あっという間に
朝で…、あっという間に夜で、次から次から仕事があり嬉しいです。今、神様か
ら「人生を楽しみなさい」というメッセージが贈られているのだと思います。
4 人目の孫はやっと生後 3 週間、すくすく育っているようです。
井上 旭会員
相模原ニューシティ RC の尾崎さん、相模原橋本 RC の相澤さん、ようこそお越
し下さいました。急に寒くなり体がついて行けません。毎日雨も降り、22 日のや
まびこ祭りが無事に出来る事を祈っています。
八木 勉会員
今日はギリギリになってしまい、申し訳ございませんでした。
寒くなり厚い布団に替えたらあつくて布団をはいで寝てしまいました。
風邪をひいてしまったみたいです。
山﨑和彦会員
水野、誕生日おめでとうございます。橋本さん、相澤さん、尾崎さん、寒い中よ
うこそ。また宋さんには本日はありがとうございました。
22 日のふる里祭り、やまびこ祭り、雨が降らない事を祈ります。

