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　　会　長　矢岸　克行　　幹　事　森崎　祐治

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
2 0 1 1～20 1 2年度
国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

欠席者　亥角君、遠藤（正）君、栗原君、黒田君、
　　　　鈴木（正）君、諏訪部（照）君、野口君、橋本君、
　　　　原君、藤江君、室伏君、柳田君

出席報告

司 会 柴崎恵子君

会長挨拶 　会長　矢岸克行君

出席総数

前々回 46/52 88.46% 49/52 94.23%
40/52 76.92% 54名会員総数今 回

出 席 率 メ ー ク
ア ッ プ

修 正
出 席 率

広重版画より　三島　朝霧

第1934回例会 2012.6.7晴

　皆様今日は。６月のはじめの第１例会です。なんとな
く今日は空席の目立つ静かな６月のスタートになった
ように思います。
　私たちの年度も残すところあと４回の例会で次年度
にバトンタッチです。今ここで考えるに、過ぎた１年は
何かあっという間でした。その反対に渡邉次年度会長は
これからの１年、ちょっと長く感じるかもしれません。
しかしスタートすればこれがあっという間です。スムー
ズなバトンタッチをしたいと願っています。
　さて、６月いよいよ梅雨に入りました。予想では例年
に比べ少し長くなりそうだといわれております。どうか
健康に留意をしてこの梅雨を明るく楽しく過ごしまし
ょう。
　又、６月は父の日があります。そこで、父の日に妻や娘、
息子にしてもらいたいランキングがありますのでご紹
介します。
①一緒に食事をする
②家族と一緒に家でゆっくり過ごす
③一緒にお酒を飲みに行く
④食事をごちそうしてもらう
⑤旅行に行く

幹事報告 幹事　森崎祐治君

①入会調書が１件（候補者：長田敏彦、推薦者：関本
　照文君、関本文彦君、平野晴生君）提出され理事会
　で受理されました。
②６月28日のサヨナラ例会の案内を親睦委員会より本
　日配布しました。
③先週ご案内の通りですが18日に40周年記念実行委員
　会の最終合同委員会が開催されます。
④明日８日は、当ロータリークラブの40年目の創立記
　念日となります。

“こんにちは、ようこそ”

望月保延君（せせらぎ三島ＲＣ）ビジター

国 歌 斉 唱 四つのテスト

ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ ｿ ﾝ ｸ ﾞ ｢奉仕の理想」
指揮　石井良衛君

土屋君
川真田君、米山君、伊丹君
瀬川君、土屋君、小野君、
亥角君
平出君、橋本君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日
奥様誕生日

結婚記念日

“こんにちは、ようこそ”

小長谷稔さん（石井彰君のゲスト）ゲスト

石井（彰）君、柴崎君
森崎君、西本君、田熊君、平出君
佐野君
窪田君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日
奥様誕生日
結婚記念日



例会　その先の親睦

（週報担当：佐々木雅浩）

石井（彰）君、柴崎君
森崎君、西本君、田熊君、平出君
佐野君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日
奥様誕生日
結婚記念日

入会おめでとう

ポール・ハリス・フェロー表彰

瀬川幸信君

室伏勝宏君

米山功労者表彰

◆窪田君、5/24卓話の時出席できずすいませんでした。
代役の藤江さんありがとうございました。

◆柴崎君、人権擁護委員として静岡地方法務局長表彰を
受けました。いじめ、誹謗中傷の相談を受けています。
奥様にいじめられたというご主人の相談は、アハハお
気の毒で済ますこともあります。いじめはなくしまし
ょう！

◆千葉君、三島間税会の表彰と、三島市の優良工事表彰
と、今週は２つの表彰を受けました。社長はこれとい
ったこともせず、社員が頑張ってくれたおかげで、感
謝するばかりです。

◆瀬川君、室伏さん、先日はありがとうございました。
◆三島沢地工業団地協同組合の理事長職を会員の勝間

田信輔さんに引き継いでもらい、ホッとスマイルです。
◆Ｇ・Ｆテーブル、５月31日Ｇ・Ｆの合同テーブル会を行
いました。ご苦労様でした。

◆Ｃテーブル、小野テーブルマスターを囲んで楽しい一
時で親睦を深めました。

◆諏訪部（敏）君、早退します。
◆米山君、早退します。

2012～2013年度
三島西ロータリークラブ理事候補者承認
会長理事　　　　渡辺　雅晃　（前年度に決定済み）
副会長理事　　　野田　和秀
幹事理事　　　　黒田　　一
会計理事　　　　野口　　博
直前会長理事　　矢岸　克行
理　事　　　　　千葉　慎二
理　事　　　　　前田　房江
理　事　　　　　鈴木　正二
理　事　　　　　柴崎　恵子
理　事　　　　　亥角　裕巳
理　事　　　　　古川　喜仁

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

飢餓問題と青少年育成において２団体と協力

理事会

国際ロータリーは、人道的奉仕の充実を目指す2つの
パートナーシップを新たに結びました。 

グローバル・フードバンキング・ネットワーク（Global 
FoodBanking Network）とのパートナーシップは、世
界各地の飢餓を緩和するためのリソースを提供する
ことを目的としています。また、青少年の活動を支援
する団体YSA（Youth Service America）とのパートナ
ーシップを通じて、地域社会の奉仕プロジェクトに
参加する若者を支援することが可能になります。 

グローバル・フードバンキング・ネットワークとの協
力を通じて、既に設置されている食糧バンクでのボ
ランティア、新たな食糧バンクの設置、食糧の回収活
動、運搬用トラックの提供、飢餓問題の認識向上活動、
その他の食糧プログラムにロータリアンが携わるこ
とが可能になります。 

「食糧バンクが必要とされる地域で、ロータリアンは
既に献身的な活動を行っている」と話すのは、同ネッ
トワークのCEO（最高経営責任者）、ジェフリー D. ク
レインさんです。ロータリアンには、20カ国以上で飢
餓をなくすための食糧バンクの奉仕プロジェクトに
参加し、リーダーシップを発揮してもらいたいと、大
きな期待を寄せています。 

青少年による奉仕の機会を促進 
1986年に設立されたYSAは、地域社会に奉仕する若者

（5～25歳）の輪を広げるために、65カ国以上にある数
百の団体と協力してきました。問題解決における若
者の力を生かすために、青少年、教師、地域団体、公務
員を対象とした研修を行うほか、子どもや若者が、ボ
ランティア活動や学業に専念し、地域の青少年リー
ダーとして活動できる機会を提供します。 

理事会

 最高視聴率は65.8％のドラマで1997年の初恋　ペ・ヨン
ジュン出演。日本でもヒットした朱蒙（チュモン）は41％、
今放映中の製パン王キム・タックは38.6％。　�      
 当時の年収はＢＯＡが40億円１位、次にペヨンジュンの
32.9億円との見方が濃厚のようです。チャン・ドンゴンが
6,7億円程度。�      
 東日本大震災の義援金　ペ・ヨンジュンが7200万円、イ・
ビョンホン（俳優）5000万円、チェ・ジウ（女優）　ウォンビ
ン（俳優）　ソン・スンホン　リュ・シオン　チャン・　ド
ンゴンが1500万円。日本で稼がしてもらった恩返しの気
持ち、日本のファンにお礼の気持ちかも知れません。�      
　Ｋ－ＰＯＰについて
　Ｋ－ＰＯＰとは韓国の大衆音楽の意味だが、20年前頃
から韓国のポピュラー音楽の事を言うようになったよう
です。チョウ・ヨンピルや桂銀淑やキム・ヨンジャなどは
トロット歌手（演歌）と言われています。
　2004年地上波で放映の韓国テレビドラマ『冬のソナタ』
の大ヒットをきっかけとした韓流ドラマブームや、それ
らに伴う主題歌と主演俳優ブームの脚光で、韓国以上の
市場として日本をビジネスチャンスとみる韓国アーティ
ストが増えていったようです。日本の音楽市場規模が韓
国の約30倍と破格に大きいことも日本進出を目指す要素
で、世界の全てのジャンルを含めた音楽売上高をアメリ
カと日本の２ケ国だけで52％を占めている非常に大きな
市場だそうです。今、日本では空前のＡＫＢブームでガー
ルズグループが大活躍ですが、最近では昨年の紅白にも
出演した４人組グループのＫＡＲＡ、９人組グループの
少女時代などが大活躍です。韓国芸能の総売上はアジア
圏で99％を占め、その内88％が日本というから驚きです。�      
韓国ドラマについて�
ストーリーの定番�
○四角関係　○出生の秘密　○貧困　○交通事故
○記憶喪失　○不治の病　　　など  
  韓国のメディアでは頻繁に日本のドラマをリメイクす
るのは問題であると指摘、 日本の文化や教育環境が浸透
しているドラマをそのままコピーしている作品を放送す
るのは 公営放送の責任放棄に当たると、ＫＢＳの労働組
合からも反対の声があがっていると報じた。一方、日本で
も韓国のドラマや映画がリメイクされることが増えてき
ており、「文化の交流は双方向に発展するもの。韓流と日
流が出会い、さらなる飛躍を遂げることができる」と、前
向きな意見も。 「冬のソナタ」 は、日本の漫画とアニメ 

「キャンディ・キャンディ」からのパクリ、「チャングム」 は、
日本の漫画「将太の寿司」や日本伝統料理から。「秋の童話」
というドラマは、日本のアダルトゲームからのパクリ。 
という書き込みがインターネットにありました。
韓国原作の作品を日本がドラマ化、リメイク�
○グッドライフ　　 　　　韓国主演　ユ・スンホ  
○美男（イケメン）ですね　 韓国主演　チャン・グンソク

卓　話

　韓流について語るのに絶対に欠かせないのが2002年韓
国で放送され、その後日本でも大ブームとなった韓国ド
ラマ「冬のソナタ」です。�      
 テレビドラマは全20話ですが、その続編が本『冬ソナ最
終章-その後のふたり』として出版されています。また空
白の3年間とその後の3人の物語を『もうひとつの冬のソ
ナタ チュンサンとユジンのそれから』として小説化もさ
れました。ドラマ小説は122万部、ＤＶＤは15万セットの
売り上げ、ロケ地ツアーは希望者が殺到し前例のない人
気、 特に中高年の女性に絶大な人気で写真集やグッズが
飛ぶように売れ2003年－2004年度のビデオＤＶＤ・書籍
の売上は90億円と驚異的な数字になりました。ヨン様が
来日の際はビートルズの時よりも多い空港への出迎えで
日本中がブームになりました。韓国KBSで放送された時は
平均視聴率20.9%で韓国ドラマ界では、まあまあ程度の人
気でした。冬ソナのヒロインは古いタイプの女性で、優柔
不断に見え、韓国の一部の若い視聴者には不評だったが、
日本では、けなげで純粋であるとして中高年層に支持さ
れたようです。冬ソナファンを自認する小泉純一郎首相
をはじめ安部晋三の奥さんも大ファンで、一般の中高年
の女性と同じく冬ソナをきっかけに韓国語を習い始めた
と報じられました。冬ソナのロケ地、南怡島（ナムイソム）
のもみの木の並木道は非常に美しかったです。�      
      
        

韓流について

　　　西本和夫君

※理事会報告・フェロー表彰は次号に掲載します。


	１９３４表.pdf
	１９３４裏.pdf

