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■ 鹿児島中央ローターアクト
　 会長　金　男洙（キム・ナムス）君
　日本に暮らして思うこと。
　鹿児島に来てから 4 年半という時間
が経ちました。
　その中でごく個人的に思ったこと、
感じたことをまとめました。
　まずは、鹿児島と韓国語が似ていることです。

　鹿児島弁のイントネーションが韓
国語と似ているというお話はよく耳
にしています。その他に、発音も結

構似ている言葉と多々あります。
　おやじギャグになる恐れはありますが、代表的な例を挙
げますと、「あにょ　はよせよ」と「アンニョンハセヨ」
があります。
　また、「サスマ」という発音の韓国語は「鹿」を指す言
葉であり、鹿と関連深い鹿児島の昔の地名が「薩摩」とい
う事を考えると単なる偶然ではないと思いました。
　続きましては、韓国の名字についてですが、韓国は日本
に比べて主にキム（金）、パク（朴）、イ（李）など名字の
種類が少ないです。
　ですので、韓国で人を呼ぶときには、日本とは違って名
字ではなく、下の名前で呼ぶことがほとんどです。
　そして、韓国男性には兵役義務があります。いわゆる、
徴兵制度ですね。

会  長  の  時  間 宇都　和治
　１１月はロータリー財団月間です。ロー
タリー財団の意義について確認したいと思
います。
　１９１７年、アーチＣ. クランフＲＩ会
長が「世界でよいことをするために」基金
の設置を提案。この基金が１９２８年に
「ロータリー財団」と名付けられ、国際ロー
タリー内の新しい組織となり、現在のロータリー財団と
なっております。２６．５ドルが基金の出発点だったそう
です。１９４７年ポール・ハリスが亡くなると多くの人々
から国際ロータリーに寄付が寄せられ、この寄付が「ポー
ル・ハリス基金」となり、その後のロータリー財団の発展
の為に役立てられたという事です。以来ロータリー財団に
は１０億ドルを超える寄付金が集まったそうです。
　ロータリー財団の使命は「ロータリアンが人々の健康状
態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを
通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」
とされています。非営利組織であるロータリー財団はロー
タリー会員をはじめ、より良い世界を築こうというビジョ
ンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみに
よって支えられています。寄付はロータリー財団の補助金
となり、助けを必要とする地域社会に持続可能な変化をも
たらす活動に役立たれています。
　財団への寄付は大きく分けて４種類になります。
①　年次基金寄付…我々ロータリアンの真心の寄付であり
ます。使途を決めずに寄付して、３年後にその寄付金を
プログラムに使い、全額が奉仕プロジェクトに使われま
す。年次寄付の３年間の投資収益は、プログラムの運営、
寄付推進、一般運営費に充てられます。
　　本年度も一人１５０＄以上が目標です。１０００＄達成

者はポール・ハリス・フェローと認証されます。複数回達
成者はマルチプル・ポール・ハリス・フェローとなります。
②　恒久基金…元金は使わず基金として積み立てられます。
投資収益のみを財団プログラムに使います。その目的は最
低限度のプログラム活動を継続し、将来の新プログラムま
たはプログラムの拡張を容易にしようとするものです。
　　１０００＄達成者はベネファクターと認証されます。
大口寄付者というのは寄付金累計が１０ ,０００＄達成者
を指します。
③　使途指定寄付金…いわゆる使い道を決めて寄付するも
のです。ポリオプラスやポリオプラス・パートナー、ロー
タリー平和センターへの寄付です。
④　シェア・システム…年次基金を３年間運用し、その運
用益でロータリー財団を運営して行く為の資金を得るも
のです。１年後には、寄付額が確定し、３年後にプロジェ
クトに使用できる金額が確定する「確定年度」となりま
す。２年後は、３年後のプログラム実施年度に対する「計
画年度」となります。そして３年後がプログラムの「実
施年度」となる訳です。
　地区ガバナーはロータリアンとクラブによるロータリー
財団への年次寄付の重要性を強調します。中央ロータリー
クラブの年次計画書のＰ１３～Ｐ１４にＨ２７年７月１日
現在までの我がクラブのポール・ハリス・フェロー、マル
チプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター寄付者、
ロータリー財団大口寄付者の認証メンバーの名前が紹介さ
れています。是非、ご覧いただきたいと思います。
　本年度のクラブロータリー財団委員長は石塚俊雄君であ
ります。委員長より色々と寄付ご協力の呼びかけがあると
思います。クラブ４０周年という節目であります。会員諸
氏のご協力ご理解をお願致します。

　　　　　　　　　　（ロータリー財団のしおり参照）
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本日のプログラム 職場訪問例会 例　　会　ジェイドガーデンパレス鹿児島
職場見学　鹿児島市立病院 11月 ロータリー財団月間
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和
ゲスト紹介：フォーラムゲスト＝RAC会長 金 男洙（キム・ナムス）君
ビジター紹介：船橋東RC　橋岡　佐喜男 様
　　　　　　  鹿児島南RC　萩原　隆志 様
食事：「百万ドル食事」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
結婚記念日お祝い
　丸元　貞夫君（3日） 重久　善一君（6日） 大坪　泰三君（18日）
　林　秀之君（18日） 沖野　秀一郎君（21日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信　11月号　②ロータリーの友　11月号
　　　　　　　 ③40周年実行委員会組織図
２）掲示板　　　①10月度収支計算表
３）年次総会１か月前になりましたのでクラブ細則第３条第１節の

規定により理事役員の指名を求めます。よろしくお願いします。
４）IM開催について
　 11/15（日）　13：30～　よかセンター多目的ホール
　 参加者　宇都・丸山・前迫・川路・石﨑　各会員
５）次年度地区委員会委員募集のお知らせ
６）ロータリー米山記念奨学会へ寄付について（報告）
　 10月　米山月間のため、10月分スマイルより　89,471円
　 　　　椨　茂吉君　100,000円
　 ロータリー米山記念奨学会へ寄付致しました。ご協力ありが

とうございました。
７）40周年実行委員会開催　本日例会終了後　例会場

８）RT開催　本日18：30～　古宮庵　担当：R財団委員会
９）11/11（水）RAC例会　20：00～　サンデイズイン鹿児島
　 指名出席者→丸元・逆瀬川・青﨑・久米田・海江田・坂元  各会員
10）次週11/16（月）
　 職場訪問例会  例会 12：00～12：40 ジェイドガーデンパレス鹿児島
　 　　　　　　  見学 12：50～13：50 市立病院
11）席替えをしたので、ネーム裏にテーブル番号をご記入ください。
12）事務局休業　11/11（水）～13（金）
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
11/15（日）IM開催PR　鹿児島南RC　萩原　隆志君
委員会報告：ロータリー財団委員長　石塚　俊雄君
　　　　　 40周年実行委員会　前迫　実君
　　　　　  親睦委員会　吉村　隆博君　
国際フォーラム
　国際奉仕委員長挨拶　川畑　英樹君
　RAC会長　金 男洙（キム・ナムス）君
　　「日本に来て感じた事～日・韓の違い～」
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那覇西RCとの高校生交流
内村ガバナー補佐訪問

ラウンドテーブル
担当：R財団委員会
参加者：宇都　深野木　石塚　丸山　尾辻　尾堂
　　　　川畑　池畠　橋元　宮脇　川路　　　　　  計11名

日時：11月９日（月）18:30～
場所：古宮庵

鹿児島南ロータリークラブ
萩原　隆志様

鹿児島南ロータリークラブ
萩原　隆志様

結婚記念日お祝い結婚記念日お祝い船橋東ロータリークラブ
松岡佐喜男様

船橋東ロータリークラブ
松岡佐喜男様

ロータリー財団委員長
石塚　俊雄君

ロータリー財団委員長
石塚　俊雄君

40周年記念事業実行委員会40周年記念事業実行委員会

11月９日のスマイル  小計 20,000円　2015～2016年度　累計 351,215円

●長濱　まや君／先週は誕生日お祝いをありがとうございます。年々
忙しくなりますが、43才のこの一年は少しゆっくり過ごしたいです。
●小福田　博君／１時から熊本国税局の調査立会のため早退いたし
ますが、犬猫カレンダーまだまだ在庫がございます。前回欠席の方
は必ずご購入を、また、前回お買い求めいただいた方はさらなるご
購入をお願い致します。早飯ありがとうございました。
●大坪　泰三君／結婚記念日祝いありがとうございます。もう相手
にしてくれる女性は家内だけになりました。結婚して28年。大事に
したいと思います。

●沖野　秀一郎君／結婚記念日感謝。数少ないチャーターメンバー
の一人でもあり、「大腸癌」の手術後５年何とか元気です。家内も車
椅子になりますが、二人揃って老後を暮らしています。すべてに感謝。
●岡部　龍一郎君／誕生日祝いありがとうございます。18日で63才にな
ります。大先輩の本坊さんが会長になられたら幹事でつかえたいと思っ
ております。本坊会員の出席率向上を心より願いましてスマイルします。
●丸元　貞夫君／結婚祝いありがとうございます。51周年になりま
す。今期は旭鉄工（株）の「ふゆご祭り」で松原神社の岩切様に大変お
世話になりました。

　私も 2007 年から 2009
年まで韓国軍の空軍にて
服務しました。
　軍隊で約 2 年間生活を
して、家族愛、チームワー
ク、愛国心などを自然に養
う事が出来たと思います。
　なお、韓国の企業履歴

書には兵役義務の確認事項の項目があり、その人の誠実さを
確認出来る物差しとなっています。
　また、その他にも韓国の受験制度、韓国内で増えている
日本の外食企業などについてお話ししました。
　最後に私が日本に暮らして思う事は「とても相性のいい
国」だという事です。
　両国の人々の間で通訳の仕事もさせて頂いてありますが、
言葉は異なってもすぐ友達になり、友情を交わしているところ
をたくさん見ました。他人への思いやり、お互いの飲食文化へ
の好感度、感情表見など似てるところもいっぱいあります。
　私はいつも感謝の気持ちで日本の方々とお付き合いをさ
せて頂いております。本当に恵まれていると思います。特
に鹿児島中央ローターアクトの会長職を務めさせて頂いて
いることはとても貴重な経験です。
　自分の願いはただ一つです。これからもっと日本と韓国
が民間レベルでの交流を深め、政治的問題を乗り越え、真
なる友好国家へ発展することです。
　自分も微力ですが、鹿児島で日韓の架け橋の役割を果た
し、貢献していきたいと思います。


