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点 鐘
斉 唱
「君 が 代」
合 唱
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
唱 和
司 会
芹澤 達之 会長
ゲスト
米山奨学生
姜
ビジター
ビジター
誕生日祝
品川 昌義
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 石井 伸二
小菅 健史
竹永
薫
｢出席報告｣
(本日)10 月 4 日
出席対象
総数
出席数
数
24 名
24 名
13 名
（前々回)9 月 20 日
出席対象
総数
出席数
数
24 名
24 名
18 名

１０月

東均

会

４日『火曜日』横須賀北ＲＣ

君
姜 東均君

会員（１０月３日生）
会員（1987.10.6）
会員（2008.10.7）
会員（2013.10.15）

出席率
54.16％
出席率
75.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
10/1 新会員の集い
伊与田あさ子 AG 石井伸二補佐付幹事
1

メークア
ップ
2名
メークア
ップ
0名

竹永

計
15 名
計
18 名

薫補佐付副幹事

修正出席
率
62.50％
修正出席
率
75.00％
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芹澤達之会長 小菅健史副会長
前川永久幹事
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐会議 伊与田あさ子 AG

有本親子会員

「ニコニコＢＯＸ」
三役
姜 東均君ようこそ本日は卓話宜しくお願い致します。
誕生日祝 品川昌義会員おめでとうございます。
「ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号」紹介 品川雑誌委員長宜しくお願い致します
品川昌義会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます。
姜 東均君卓話楽しみにしています
小菅健史会員 入会記念を祝って頂きありがとうございます
竹永 薫会員 本日は姜 東均君ようこそｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
又 私も入会してから早３年が経ちました。これからも宜しくお願い
致します
福嶋義信会員 姜 東均 卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ第１回新会員の集い」無事終わりました。
皆様にはたくさんのご協力ありがとうございました。
誕生日、入会記念のお祝いの皆様、おめでとうございます
品川会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 品川会員 誕生日おめでとうございます
石井会員 小菅会員 竹永会員入会記念おめでとうございます。
姜 東均君 卓話 宜しくお願い致します。
御子柴智義会員 本日も所用の為 欠席いたします。宜しくお願い致します
鶴山信行会員 長い間、お世話になりました
ニコニコＢＯＸの合計は 25,000
25,000 円(累計 202,000
202,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

誕生日祝
品川昌義会員

入会記念祝
竹永 薫会員
小菅健史会員

退会のご挨拶
鶴山信行会員

出席報告・ﾆｺﾆｺ報告
竹永 薫会員

米山奨学金授与
姜 東均君
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「会長あいさつ」
・ １０月１日（土）に魚藍亭で｢第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ第１回新会員の集い｣が開催されました。
当ｸﾗﾌﾞからは伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 石井伸二補佐付幹事 竹永 薫補佐付副
幹事 前川永久幹事 新会員の有本親子会員そして私の６名が参加いたしました。
佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰはじめﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ５名の方の御出席もあり大変盛会に行われました。
・１１月１５日（火）にｼﾆｱのための健康講座が行われます。
行政ｾﾝﾀｰ館長にﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ（２００枚）の依頼をいたしました。
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より１０月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１０２円（現行１０２円）です
◎配布 ①「ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号」
◎回覧 ① 社協 おっぱま
◎１０月３日付で第２期会費ご請求をさせて頂きました
◎本日例会終了後１０月定例理事会開催
｢スピーチ｣

〈Ｒの友１０月号紹介
〈Ｒの友１０月号紹介

品川 昌義 雑誌委員長〉

横 P3 「RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ」
1979 年 当時 RI 会長だったｼﾞｪｰﾑｽ L．ﾎﾟｰﾏｰ Jr 氏がﾌｨﾘﾋﾟﾝに赴
き、子どもたちにﾎﾟﾘｵ予防接種を行いました。これはﾛｰﾀﾘｰのﾎﾟﾘｵ
との戦いの最初の活動です。会長が赤ちゃんの口にﾜｸﾁﾝをたらすと
彼の注意をひこうと彼のｽﾞﾎﾞﾝを引っ張っている子供の手に気づきました。ﾎﾟｰﾏｰ会長
が見下ろすと、赤ちゃんのお兄さんが会長を見上げて真剣な表情で｢ありがとう。ﾛｰﾀ
ﾘｰ本当にありがとう｣
31 年が経った今 1 週間に 1 件未満になりましたこのﾎﾟﾘｵは日本の麹町ｸﾗﾌﾞのお医
者さんがﾛｰﾀﾘｰに提案し承諾され今日に至っています。ﾛｰﾀﾘｰは今月 24 日「世界ﾎﾟﾘｵ
ﾃﾞｰ」を記念して所属ｸﾗﾌﾞを通して基金を募ります。
横 P7P7-14 日本のｵﾘﾝﾋﾟｯｸとﾛｰﾀﾘｰ特集
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 1964 年 10 月 10 日～24 日ｱｼﾞｱで初めての 13 回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会になり 10
月 10 日は「体育の日」になりました。この大会では、組織委員会会長・安川第五郎
氏（東京 RC）
・駒沢体育館の設計は芦原義信会員（東京銀座 RC）食事提供は犬丸徹
三会員（東京 RC）など、委員会に名を連ねるﾛｰﾀﾘｱﾝがいました。1961 年 5 月から東
京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞをﾎｽﾄで国際ﾛｰﾀﾘｰ年次大会が開催、余剰金で 2 年後に迫ったｵﾘﾝﾋﾟｯｸの
「聖火台設備工事代」寄付、台座にﾛｰﾀﾘｰのﾏｰｸが彫られました。札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 長野
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、等いろいろかかわりがあります
横 P14P14-17 ﾊﾟｷｽﾀﾝでﾎﾟﾘｵと戦う
横 P18P18-19 ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年を祝う。
大阪中之島 RC では VTT（職業訓練ﾁｰﾑ）が、ﾍﾞﾄﾅﾑにﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞがなくてもｸﾞﾛｰﾊﾞ
ﾙ補助金が使えることを知りﾍﾞﾄﾅﾑのﾀﾞﾅﾝ病院に鼻腔内視鏡手術機器を贈呈。関西医学
大学とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを組み今後 5 年間ﾍﾞﾄﾅﾑへ再研修に行く
横 P20P20-21 ﾀｲにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を使いきれいな水を届ける
野辺地 RC 第 2830 地区 水対策 須藤委員長
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縦 P13 第 2720 地区 大分 別府北 小児歯科医 山本会員
広島でのｵﾊﾞﾏ大統領の演説とﾛｰﾀﾘｱﾝ
演説を聞いて、私の心は震えました。人間まだ捨てたものではないと。国内外に多く
の政治的課題を持つｱﾒﾘｶ大統領が核兵器廃絶に向けた自らの意思を表明したことは
人類が持つべき希望をしっかり確認できた点に於いて重要な意味を持ちます。この後
大統領の演説が続き世界平和を希求する我々ﾛｰﾀﾘｱﾝはこの動きに呼応（こおう）しな
ければならないと結んでいる

【米山月間卓話

姜 東均君】
東均君】

【入学前】
入学前】
・韓国、ｿｳﾙの氷東高等学校に通って、勉強に興味が無かった
・親が歯科と関係のある仕事をしていたのでその影響で歯科医師に
なりたいと考えていた
・今の日本の歯科とは違い、韓国は医師と同等なﾚﾍﾞﾙであるため、入学が難しかった
・勿論、私は入学できる成績ではなかったため、予備校に入った
・予備校から、今の母校との留学制度が紹介され、今まで夢の無かった私は、初めて
親を説得した
・莫大なお金が必要であり、今まで、親に満足できるような成績や結果を見せたこと
がなかったため、断られた
・しかし、初めてやりたいことが出来たことや、周りの親戚の応援を頂いたことな
どで、親の許可を得た。
・留学の準備で、一番の心配は言語であった。もうすでに、入学まで６カ月が残って
いない期間であった。
・授業の理解度の前に､ｺﾐｭﾆｹｰﾖﾝ自体が怖かった。なので、人生で初めて熱心に勉強
した。
・日本語の会話本を一日３～４ﾁｬﾌﾟﾀ、復習、単語の暗記、漢字の勉強、聞き取りの
ﾃｽﾄ、小論文と面接の対策、基礎科目（科学）教科書の解釈など、
【在学中】
在学中】
・勉強のやる気はあったが、やったことのない勉強ができる訳がなかった
・夏休み１か月くらい、毎日図書館で勉強をした
・解剖学の試験で高い点数をもらい、勉強に興味が出来てきた
・それをきっかけに、学年が上がるに従い、成績も徐々に上昇していた
・１年生の時は高校の成績が必要で、奨学金をもらうことが出来なかった。
・２年生の時から奨学金を狙うことが出来た。
・２年生から今まで、奨学金を逃したことがなかった。
・計算してみたら、約１千万円分の奨学金をもらっていた。
・その影響で､より勉強のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが上がった。
・勿論、勉強しかした訳でもなかった。
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや体力の為、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部に入部した。
・週３回の部活動、そして毎年３回以上大会に参加
・学園祭で、のど自慢に出て、準優勝までした。
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・もっと人の前で歌いたくて、ﾊﾞﾝﾄﾞ部にも入部した。
・ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのお蔭で成績がより上がった。（その結果を表で表す）
・そして、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは私に物凄く助け（経済的、精神的）になっている
・でも何より、医療人になる者としての方向性を教えてくれた。
・医療人としての奉仕精神や世界の平和の為、尽くしていらっしゃる姿など。そして
偉い方々との出会いにより、色々なことを見て学んでいる。
・いつも笑顔で迎えてくださるので、感謝している
【これから】
これから】
・これから私が乗り越えること
・これから私が乗り越えること
①韓国の予備試験と国家試験
②矯正科の専門医
③兵役問題
・卒業後、日本で１年間、研修医として勤めて、韓国の予備試験と国家試験の準備を
する。
・予備試験はすごく合格率が低く、筆記、実技をすべて通らないといけない。
そして、研修医と併行しないといけない所であるが、頑張っていく。
・国家試験は予備試験が受かると無難に通ると考えられる。
・今一番心配なのが矯正科の専門医である。
・韓国も日本のように、専門医制度が 2008 年に出来、一部のみ、専門医に行く事が
可能である。
・１年のｲﾝﾀｰﾝと３年間のﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄの過程を修了し、専門医になると、より専門性のあ
る治療が出来、競争力を持てる。
・特に矯正科は、上位の学生が行き、先発人員も少ないため、入ることが難しいと言
われている。そして、暗黙的に｢ｺﾈ｣というのも影響すると言われている。
・韓国での情報もほとんどない私は実力で勝負していこうと考えている。
・もし、専門医に行くことが出来るなら、自動に兵役は延期され、専門医を取ってか
ら、軍医として３年間服務することが可能になる。
・専門医にならなくなった場合、自動的に軍隊に行かないといけなくなり、この場合
は軍医または保健所での公衆保健医として３年間勤めることが出来る。
【最後に】
最後に】
・やる気も楽しみもなかった高校時代を過ぎ、日本で留学して、学んだことも、得た
ことも数えきれないくらい多い。
・私は今まで、自分で欲しい多くのことを成してきた。
・「The Secret」という本では、私が何かを欲しがると、その力が宇宙にまで響き、
より強い力で戻ってくると書かれている。
・それが勿論､ﾈｶﾞﾃｨｰﾌﾞな考えでも同じである。
・私はこの理論を未だに信じている。
・今この時でも、これからでも、より良い自分の未来の為、より良い医療人として、
一歩ずつ進んでいく。
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行事予定
〈クラブ〉
２０１６年
１０月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
米山月間卓話 姜 東均君
第４回定例理事会 13：40～14：30
１１日（火）通常例会 会員卓話 飯倉正俊会員
１７日（月）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
１８日（火）振替休会 １７日の振替
２５日（火）通常例会 地区大会報告
１１月 １日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
会員卓話 竹永 薫会員
第５回定例理事会 13：40～14：30
８日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話
１５日（火）移動例会 ｼﾆｱのための健康講座
２２日（火）通常例会 卓話 横浜ﾏﾘﾉｽ
木村様
２９日（火）通常例会 卓話 横須賀 FM 放送 富岡様
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