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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　お正月

◆ゲ ス ト　　文
ムン

　智
ジ

炫
ヒョン

さん（米山奨学生）

◆ビジター　　浦松　傳（別府北ＲＣ）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　先日、赤山ガバナーより「台風30号によるフィ
リピン被災地区に対する義捐金について」との文
書が届きました。内容としましては、ロン・バー
トンＲＩ会長の書簡も届き、全国ガバナー会議に
於いて、支援活動をすることが決定したので、私
どもの2720地区もこの支援活動に参加したいの
で、ご協力、ご支援をお願いします。とのことで
した。支援の内容は、会員１人1000円位以上（任意）
で締切が12月20日となっておりましたので、理事
役員会を持ち回りで行わせていただき、従来の慣

例にならってスマイルボックスから１人1,000円
の29名分、合計29,000円を支援させていただくこ
とにいたしました。スマイルボックスで集めたお
金は、年度の初めに森委員長も言っておりました
が、こういった対外的な支援活動に使われていま

・メイクアップ
　　事前　河村（別府）
　　事後　藤原（別府）
　　　　　後藤、大江（別府東）
　　欠席　梶原、森、堀、大島、西林、
　　　　　中尾
　　理事会承認　椛田、岐部

29
20
1
1
1
7

74.07

－ 回
745 回

84.62
3
2
1

96.15

100

12/10

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

2013 〜 2014 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ロン	D・バートン	（国籍・アメリカ）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ	〒874-0920	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

森園　伸也
前田　哲矢
後藤　　隆
近藤　賢司

森　　宗明
村津　忠久
佐々木久宜

ＳＡＡ　髙宮　勝美
直前会長　髙宮　勝美

役員　会　長　森園　伸也
　　　副会長　前田　哲矢
　　　幹　事　平野　教康
　　　会　計　木村きぬゑ

会報委員長　大島由美子第 　 　 回 例 会
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ロータリーを実践し	みんなに豊かな人生を
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す。私どものクラブでは、あくまでも会員の皆様
の自主的な申請のみで集まったお金です。日頃、
冗談を交えながら行われているスマイルボックス
ですが、そういった趣旨もご理解いただき、文章
を書くのが苦手だからとかで出されてない方がい
らっしゃいましたら、“スマイル”とだけ書いても
いいので、ご協力いただけますようお願いします。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

―家族月間―

１．本日の卓話
「第27回韓国・日本近代学会基調講演体験記」
溝部　仁会員

２．本日のゲスト
文
ムン

　智
ジ

炫
ヒョン

さん（米山奨学生）

３．「第３回クラブ研修リーダー育成セミナー」
開催のお知らせ
日　時　平成26年２月８日（土）～９日（日）

８日（土）
　　13：00～17：30　セミナー
　　18：30～20：30　懇親会
９日（日）　
　　9：00～12：00　セミナー

場　所　熊本空港ホテルエミナース
（熊本市上益城郡益城町田原2071-1

　☎096-286-1111）

出席義務者　各クラブ研修リーダーもしくはそれ
に準ずる方を最低各クラブから１名

　　　　ガバナー補佐、地区研修委員、その
他希望者

４．「地区指導者育成セミナー」開催のお知らせ
日　時　平成26年２月９日（土）
　　　　13：30～16：30
場　所　熊本空港ホテルエミナース
　　　　（熊本市上益城郡益城町田原2071-1

　☎096-286-1111）
出席義務者　クラブ会長、現在または将来のグラ

ブのリーダーとなる方

５．「クラブ管理運営セミナー」開催のお知らせ
日　時　平成26年２月15日（土）
　　　　13：30～16：30
場　所　グランメッセ熊本　コンベンションホール

（熊本市上益城郡益城町福富1010
　☎096-286-8000

出席義務者　クラブ会長、会長エレクト、クラブ管
理運営委員長、クラブ研修リーダー、
ガバナー補佐、希望者

６．国際ロータリー第2720地区2013―2014年度地
区大会開催のお知らせ
開催日　平成26年３月15日（土）～16日（日）
●第１日目／３月15日（土）

大会第１回本会議

〈会場　カルチャーパレス大ホール〉
　※人吉I.Cから10分

12：00～　　　　登録開始
12：30～12：50　葦北鉄砲隊演武（中庭）
13：30～17：30　公式行事
ＲＩ会長代理歓迎全体交流会

〈会場　スポーツパレス大アリーナ〉
18：00～　　　　開会　
世界のブランド「球磨焼酎」をお楽しみく
ださい。

●第２日目／３月16日（日）　 
会長・幹事・ガバナー補佐会議

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



〈会場　カルチャーパレス小ホール〉
8：00～　　　　開会
大会第２回本会議

〈会場　カルチャーパレス大ホール〉
 9：00～　　　　開会
11：00～12：30　記念講演　竹田　恒泰氏
12：45～　　　　昼食会　郷土料理

登録料　本会議登録料
　　　　　会　員　16,000円

（交流会費・２日目の昼食代を含む）
　　　　　　　ご家族　  8,000円

７．第７回臨時理事・役員会報告
　　（平成25年12月19日（金）　持ち回り）
審議事項

１）「台風30号によるフィリピン被害地区に対
する義捐金」協力依頼の件。※承認
会員一人1,000円×29名＝29,000円　をスマ
イルより拠出

８．お祝い
会員誕生日　鳴海　淳郎会員（１月１日）

※ご自宅にお花が届きます。
　　　　　　佐々木久宜会員（１月６日）
結婚記念日　平野　英壽会員（12月25日）
配偶者誕生日　溝部　佳子さん（12月22日）
　　　　　　西林　仁子さん（12月26日）

※記念品をお渡し致します。
　　　　　　岐部さゆりさん（１月２日）
　　　　　　河村貴世子さん（１月５日）

※ご自宅にお花が届きます。

９．例会変更のお知らせ
大分臨海ＲＣ １月６日（月）
大分1985ＲＣ １月６日（月）
大分ＲＣ １月７日（火）
大分中央ＲＣ １月７日（火）
大分城西ＲＣ １月８日（水）
大分キャピタルＲＣ １月８日（水）　
大分東ＲＣ １月９日（木）
大分南ＲＣ １月10日（金）

日出ＲＣ １月７日（火）の例会は、新年家族
例会の為　同日19：00～幸喜屋に
場所変更

中津中央ＲＣ １月７日（火）の例会は、新年家族
例会の為　同日18：30～ＳＯＬ（ソ
ル：中津市万田）に時間・場所変更

中津ＲＣ １月８日（水）の例会は、新年夜例
会の為　同日18：30～グランプラ
ザ中津ホテルに時間変更

別府北ＲＣ １月８日（水）の例会は新年例会の
為　同日12：30～八幡朝見神社に
場所変更

中津平成ＲＣ １月９日（木）の例会は、新年夜間
例会の為　同日18：30～割烹嘉乃
に時間・場所変更

宇佐ＲＣ １月９日（木）の例会は、新年例会
の為　１月11日（土）18：30～花菱
ホテル（別府市北浜）に開催日時
・場所変更

別府東ＲＣ １月９日（木）の例会は、新年家族
例会の為　同日18：30～ホテルサ
ンバリーアネックスに時間・場所
変更

10．次週例会の予定（12月31日）
「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

11．次々週例会の予定（１月７日）
「新年会」
＊時間・場所を変更して、18：30～割烹旅館

ゆめさきに於いて開催致します。
　お間違えのない様ご注意下さい。

例年通りプレゼント交換を致しますので、
1,000円程度の品物を当日ご持参ください。
尚、当日の18：00～「第７回定例理事・役
員会」を行います。理事・役員の方はご出
席の方宜しくお願い致します。

12．本日の回覧
①「日本語教室例会」出・欠席（１月14日）

の例会は、大分
市内８ＲＣ新春
合同例会の為　
１月８日（水）
18：00～トキハ
会館５Ｆ「ロー
ズ」の間に変更
します。

⎞
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎱
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎠
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13．本日の回覧
① 週報No.1169

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

森園会長○
　今年最後の例会です。皆様よいお年を！スマ
イル。
村津会員○
　平成25年、2013年も、いよいよあと１週間で
新しいウマ年に替わります。良い年でした。い
い事がいっぱいありました。
　来る年もウマい事がいっぱいありますように
祈念してスマイル。
梅津会員○
　クリスマスも来ましたので、いよいよ今日か
らお正月花のレッスンがはじまります。教室が
終わるとお正月用のいけこみがはじまります。
今年も無事におわりますように願ってスマイ
ル。
衛藤会員○
　いよいよ大詰めですね。今年一年ありがとう
ございました。今日の卓話、本年最後を飾るに
相応しい溝部先生の卓話、楽しみにしています。
　浦松様、お久し振りです。どうぞごゆっくり
なさって下さい。
鳴海会員○
　先日の忘年会では久し振りに本格的な支度で

「人生劇場」を踊らさせていただきましたが、
とくに木村さんには気付けを手伝っていただ
き、大変お世話になりました。しかし、写真を
とっていただけなくて残念でした。トリプル。
溝部会員○
　皆さん元気ですか！！（猪木風）
木村会員○
　溝部先生の卓話、いつでも楽しみです。
　今年は最後の例会、来年も皆様にとって良い
年になります様に。

藤原会員○
　今年一年、ロータリーの皆様との新しい出会
い、ありがとうございました。又来年も宜しく
お願い致します。
後藤会員○
　12月８日、ゴルフ場で転倒し、左肩じん帯の
断裂、まだ痛みが残っています。12月16日、新
聞・テレビで下郡支店の行政処分の報道があ
り、その対応に追われる。12月18日、田の浦の
交差点で停車中に４ｔ車から追突され、怪我は
なかったもののおとして１ヶ月目新車が大破。
　そのほかにも社員の家族が病気のため緊急手
術、また他の社員が葬儀のため急なお休みする
など、一生分の不幸にまとめて襲われたような
気がしています。来年はよい年にしたいな～。
来る新年が皆様にとって最良の年となるように
願っています。
近藤会員○
　先週、後藤隆夫妻と大分のブリックブロック
で忘年会をし、決してお世辞にもおいしいと言
えない食事と、とてもおいしいアサヒのスー
パードライをごちそうになりました。とても楽
しいコンサートでメインボーカルの人に私が谷
村新司に似ていると言われました。何が似てい
るかというと、頭のうすいことだと名指しで言
われました。隣に後藤隆さんがいたにもかかわ
らず(｀ヘ´#)

卓　　話	 溝部　　仁

韓国・日本近代学会基調講演体験記

１　はじめに
　現在本県には、『大学コンソーシアム』という
組織がある。国立大学・私立大学・私立短期大学
・高等専門学校（以下『大学など』という）など
が加入している。それぞれの大学などの教員が、
大学などで講義をしたり、一般社会人向けに公開
講座を受け持ち、講義をしている。私は、昨年１
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月に大分大学で、教育学部・経済学部と工学部の
学生、200名あまりに『大分県の中の朝鮮半島』
と題して、講義をしてきた。さらに、９月29日、
大分県立芸術文化短期大学で、一般社会人を対象
として同名のタイトルで、講義をしたのである。
その時、APUの金賛會教授が私の講義を聞いて
下さり、２日後に本学を訪ねて「先生、講義は、
大変楽しかったし、大いに興味を持ちました。現
在、韓国と日本の大学の先生で組織している『近
代学会』があります。来年５月に第27回国際学術
大会が、釜山であります。その時に、是非、基調
講演をしていただきたい。」との依頼があった。
さらに、「原稿は、12月までに、私に送付して下
さい。」との依頼もあった。私的なことであるが、
平成24年の11月頃から、91歳の父と88歳の義母が、
病気となり、毎日病院に見舞に行く日が続いた。
とても論文を整理する時間がないが、暮れも押し
詰まった12月31日に金賛會先生に手渡した。

２　旅　程
①　５月２日
　午前７時12分、鉄輸口発福岡空港国際線前まで
バスで出発した。金賛會先生も前の座席に乗って
おり、無事、予定より10分担遅れて到着した。
　午後６時に金賛會先生とフロントで落ち会い、

「先生何が食べたいですか。」と聞かれた。「何で
もいいですよ。」と言うと、私の友人に聞いたら、
プルコギの美味しい店が、この近くにあるそうで
す。そこに行きますか、と二人で決め。タクシー
でそのプルコギの店に向かった。店は、韓国の家
族や友人達と思われる集団がおり満席であった。
８時40分くらいに終り、お金を支払う時に、金賛
會先生が「先生支払う必要はありません。私の知
人が、支払ってくれました。知人が、ホテルま
で、送ってくれるそうですから、少し、食堂で、
待ちましょう。」とのことである。町を見渡すと、
すぐ隣にコーヒーショップを見付けたので、コー
ヒーを飲んだ。30～40分くらい待っただろうか。
先生の友人が事で来た。店を出ると寒く、突然の
時雨雨。一段と冷えてきた。このような天候が毎
日続いた。

②　５月３日
　午前９時45分にフロントに集合し、近代学会の
会場校に表敬訪問した。大学は、山を開発し、急
坂な道路が続き、山の左右に大学があった。学生
は、さぞ、きつかろうと感じた。
　夕食会は、焼き肉ということで、カルビの焼き
肉かと独り合点し、わくわくしながら、会場に着
いた。テーブルに置いていた肉は、何と、豚肉で
あった。肉は堅く、味もさほどなく『水キムチ』
も旨くなく、会話もあまり弾まなかった。私の前
にいた先生から「先生美味しいですか。」と尋ね
られた。「あまり菓昧しくないですね。」と言うと、

「先生カルビを注文しますので、」と嬉しい答えが
返って来た。
　会の途中、またまた俄雨が降り出した。宴会は、
午後10時に終了しホテルに向かった。

③　５月４日
　いよいよ基調講演の日である。先ず、会場に行
き、受け付けを済ませて、昼食が出る、と聞いた
が「何か美味しい物を食べに行きましょう。」と
誘い、町中の骨付きカルビのスープを食べさせる
有名な店に行った。驚くべきことに、店内は、韓
国の客で、埋まっており、全員がカルビスープを
食べているのには、驚いた。昼食を早めに切り上
げ、再び、会場に戻った。
　私の基調講演の『論文』に伽倻のことを触れて
いるので、私のために、伽倻の琴の演奏会をして
戴いたことを聞き、有り難いやら、恐縮するやら
複雑な気持ちが交錯した。約30分で琴の演奏が終
わり、いよいよ開会式になった。この後、この学
会の発展に貢献した先生方の表彰式があった。驚
くべきことは、秋田大学の先生お二人が表彰され
たことである。基調講演が無事終わり、分科会に
出席しない、日本人のA先生（女性の助教授）と
約30分（分科会の時間）話しができた。Ａ先生は、

「私の父は、浄土真宗の寺の住職です。」私から「先
生、よくお父さんが韓国に行くのを許しまたね。」
と質問すると、「許してくれました。」ただ、と少
し狼狽というか、躊躇しながら、A先生は、「私
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は、百済の支配した全羅道出身の韓国人と結婚し
ました。全羅道から大学に通っていたのですが、
交通の関係で、７年前に釜山市内に移りました。
しかし、周りの人が、一切口をきいてくれません。」
と衝撃的な告白をした。私も30回程、韓国に行っ
ているが、厳しい差別は、何度も聞いたが、実際
に差別を受けている人の話は、はじめてであった。
このような現実がある中で、韓国という国が一本
化することが、可能なのだろうか。と懐疑的になっ
たし、何ともいえず、落胆し、非常に寂しい気持
ちになった。
　歓迎夕食会は10階建のビルで聞くと、８～10階
がこの店の所有で、１階に約200名程収容できる
そうで、会場は、満席であった。料理の内容は刺
身と海産物が主の料理であった。１階が約200人
収容なので、全部で、600人の刺身を捌くことに
なる。到底、時間内に捌くことは不可能なので、
恐らく、事前に捌いておき、冷蔵庫から出すので
はないかと推測した。案の定、刺身は、干涸びて
おり、瑞々しい輝きはなかった。
　後日談であるが、金賛會先生から「先生、27年
間日本にいると、胃腸が弱くなったと思います。
日本に帰ってから、病院に２日、点滴をしに行き
ました。」と笑えない体験談と後白談があったこ
とを付言しておきたい。

④　５月５日
　午前８時にホテルを出て、釜山国際空港に向
かった。途中、混雑はせず、午前９時前には空港
に着いた。
　手続きを終え、コーヒーを飲んでいると、同じ
学会に参加していた、久留米大学の先生と隣の席
であった名刺交換を済ませ、出国手続きを終え、
免税店で買い物をした。日本が景気が悪いせいか、
ハワイや外国のチョコレートはなく韓国製のチョ
コレートばかりであった。しょうがなく、韓国海
苔のみを購入し、機中の人となった。１時間たら
ずで、福岡空港に到着した。丁度昼頃であったの
で、金賛會先生と空港のレストランでざる蕎麦と
カツ丼定食を食べた。久し振りの日本食であった
ので、やはり日本人だとしみじみ感じた。

　昨年の大分県立芸術文化短期大学での講演が縁
で、計らずも近代学会での基調講続の依頼があり、
釜山で基調講演をしてきた。私にとっては、朝鮮
語の本場での講演は、大変いい経験をしたと思念
している。ところで、久し振りの釜山の発展には、
脅威すら感じる印象を受けた。ただ、日韓関係の
影響からか、あまり好意的な印象は、受けなかっ
た。取り分け、A先生の差別の実態を聞くにつけ、
これで、国が、一体化をするのか、懐疑的に感じ
た。さらに、宴会の途中で、50代くらいの教授か
ら『安倍政権の経済政策と政治姿勢』の質問を受
けた。我々日本人の歓迎会の席である。横に座っ
ていた、金賛會先生は怒って、「歓迎会の席です
る質問ではないですよ。」と言い残し、別な席に
移動された。正直なところ、楽しい歓迎会が、まっ
たくおもしろくない歓迎会になったことを付記し
ておきたい。

３　む　す　び
　昨年の大分県立芸術文化短期大学での講演が縁
で、計らずも近代学会での基謝講演の依頼があり、
釜山で基調講演をしてきた。私にとっては、朝鮮
語の本場での講演は、大変いい経蔀をしたと思念
している。
　ところで、久し振りの釜山の発展には、脅威す
ら感じる印象を受けた。ただ、日韓関係の影響か
らか、あまり好意的な印象は受けなかった。取り
分け、A先生の差別の実態を聞くにつけ、これで、
国が、一体化をするのか、懐凝的に感じた。楽し
い筈の旅行が、悲しく、不快な旅になったのは、
残念でならない。
　なお、本年、父と義母が亡くなったので、年賀
状は、欠礼いたします。
　来年は皆様にとって輝ける年になりますように
祈念し、卓話を終わりたいと思います。
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