
四つのテスト（言行はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、卓話して頂きます米山奨

学生のパク・ジファンさん、そ

して地区学友小委員会委員長の

新本 憲一さん（堺おおいずみ

Ｒ.Ｃ）、そして米山奨学生の

リ・チャングンさんようこそお

越し頂きましてありがとうございます。 

また新本さんにおかれましては、この度の卓話のこ

と、そして友好クラブの済州日出Ｒ.Ｃとの通訳のこ

とに関しまして今後ともよろしくお願いします。 

私達が米山記念奨学会へ寄付することにより米山奨学

生は、学業に専念できます。そして米山奨学生が終っ

てからも母国と日本の懸け橋となり両国の親善友好と

平和に寄与されることを期待しています。 

昨日、午前中市内９Ｒ.Ｃ協同事業の和歌山駅前花壇

の花の植替に北野会員と佐武さんと私で参加して来ま

した。きれいに植替えしましたのでみなさんご覧にな

って下さい。 

午後から地区立法案検討会へアゼリアＲ.Ｃの選挙人

として出席してきました。２０２４～２０２５年度ガ

バナー選出のための指名委員会と委員が承認されまし

た。２０２０―２０２１年度の会計報告が承認されま

した。決議審議会において和歌山南Ｒ.Ｃから提案さ

れたＲＩ事務総長の任期について１期４年を２期まで

とする制定案は、賛成 ２６８ 反対 １８０により

採択されたのにＲＩ理事会の対応は、立法案の提出の

検討に同意しないと表明しています。どうなるのでし

ょうね？ 

本日１４：００、市内９Ｒ.Ｃ会長幹事会へ出席して

きました。下記の事柄が報告されました。 

１．和歌山城ホール寄贈品（ホールクロック）の会計  

  
2021-22 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  松本 良二 ／ 幹  事  松本  博  

『 』 

 

2021-2022 年度 [例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30  

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    

E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 

 

2021年 11月 15日 第 1006例会  VOL.24 No.15 TOTAL946  

------- 本日の例会 11 月 15 日（月） --------- 

第 1006 回例会   

☆移動例会＆秋の日帰り親睦旅行～白浜～ 

集合時間  

  県庁前 8:30 

 ＪＲ和歌山駅東口 8:45 

------- 次回の例会  11 月 22 日（月） ---------                    

第 1007 回例会  

☆外部卓話「ロータリー財団について」 

     国際ロータリー第 2640 地区 

 ロータリー財団委員長 中野 均 様 

 

--- 前回の例会記録  11 月 8 日（月） --------- 

第 1005 回例会  （夜間） 

○ロータリーソング   日も風も星も 

 ○ゲ ス ト 紹 介   米山記念奨学生 パク・ジファンさん 

RI2640 地区 米山記念奨学会 

学友小委員長  新本 憲一様 

米山記念奨学生 リ・チャングンさん 

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 28 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   11 月 8 日 18/27 名 66.67％ 

メーキャップ   0 名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



報告 １台   １,０９２,９２０円 

２．市内９Ｒ.Ｃ親睦ゴルフ大会  

ホスト：和歌山南Ｒ.Ｃ 

５月８日（日）有田東急の予定 

３．ＩＭに開催 ホスト：和歌山西Ｒ.Ｃ 

  ４月６日（水）１３：３０～１４：５０ 

 ラヴィーナ和歌山 

４．１１月７日(日)開催「ＪＲ和歌山駅西口花壇植替 

え」の会計について 270,000 円報告されまし 

た。 

５．土屋ガバナー補佐から「ストリートピアノ」設置 

事業について説明がありました。 

６．９Ｒ.Ｃの会場変更について 

令和４年１月１１日華月殿閉館に伴い、次回から 

ダイワロイネットホテルに変更。 

 

市内９ＲＣ共同事業「ＪＲ和歌山駅前花壇植え替え」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビオラ、パンジー、キンギョソウ、葉牡丹、キンセン

カ、テルスター、桜草などきれいに植えられました。 

 

ガバナー月信 11 月号を回覧しま

す。 

 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     中村 善夫理事 

11 月号のロータリーの友の読

みどころを紹介させていただき

ます。11 月はロータリー財団

月間です。 

まずは横組より 

8 ページからで「ポリオワクチ

ン投与を体験して」です。 

インドでのポリオワクチン投与活動をした 4 人に対

してのインタビュー形式での現況報告です。ポリオ撲

滅の活動の大変さがよく分かる記事だと思いました。 

この記事に何度も出てくる「関場」と言う人について

は何も触れられていないのでネットでちょこちょこっ

と調べました。 

関場 慶博（せきば よしひろ）／1950 年 1 月 20 日

生まれ（敬称略） 

弘前アップルロータリークラブ会員。青森県の「せき

ばクリニック」の院長で、小児科医の先生でありま

す。 

18 ページからは、2022 年の国際大会が開催される

アメリカの「ヒューストン」の街の紹介記事でありま

す。観光記事みたいな感じです。 

41 ページに、2023-24 年のＲＩ会長にスコットラン

ドのゴードンＲ・マッキナリーさんが選出され、その

方の簡単な紹介がされております。歯医者さんです。 

次に縦組みへ 

4 ページから「デジタル技術って？／光通信が支える

テレワーク」の記事です。 

現在の情報通信の基盤をなす技術を開発されてきた方

みたいで、できるだけ分かりやすく、できるだけ漏れ

落ちなく広範囲にお話されており、誠実なお人柄が伺

い知れる記事でありました。ただ、記事の量が少なす

  

 



ぎて、その上読むほうの私の知識が乏しすぎて、曖昧

な理解しかできませんでした。ここに出てくる単語な

んかが簡単に理解できる人であれば、結構デジタル技

術について理解している人であろうと思われる試金石

みたいな記事でありました。 

最後に 54 ページ「死ぬこと以外はかすり傷」という

記事。人を励ますにもその人の立場に近い人は励まし

やすいのですが、でんでん（全然）立場が異なる人が

励ますのは難しいのだろうなぁと思った記事でありま

した。 

◎親睦活動委員会        宮井 靖輝委員長 

来週 15 日は、移動例会を兼ね

た親睦旅行です。 

集合時間は、県庁前 8：30、

ＪＲ和歌山駅東口セブンイレブ

ン前が 8：45 分です。 

時間に遅れないようにお願い致

します。点呼を取りますので、集合場所の変更がある

場合は、必ず私か、事務局までご連絡下さい。 

 

◎ゴルフ同好会 世話役     栗山  久会員 

12 月 8 日（水）に今年最後の

アゼリア RC 親睦ゴルフコンペ

を紀伊高原ゴルフクラブにて開

催致します。 

皆さんご参加よろしくお願い致

します。 

 

 

18 日 八木由貴子会員   19 日 北野 敏夫会員 

29 日 小阪  知会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「挑戦しなければ何も始まらない」        

     米山記念奨学生 パク・ジファンさん（韓国） 

大阪府立大学 博士課程 応用生命科学専攻 

     （お世話クラブ:河内長野高野街道ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんばんは。初めまして 

僕は河内長野高野街道 所属のパクジファンです。 

今日の卓話のテーマは、「挑戦しなければ 何も始ま

らない」です。 

今日のタイトルは僕のストーリーから、出た結果で

す。 

今日はぜひみなさんも、僕のストーリーを聞いてなぜ

このタイトルを決めたか一緒に考えてみてください。 

目次は 

・プロフィール出身 

・自分のストーリー 

・研究室の生活 

・最後は将来の計画 

です 

最初は自分紹介です。 

僕の名前はパクジファンです 韓国語では박지환と書

きます。 

生年月日は 1989 年 1 月 29 日です。 

出身は韓国のソウルです。 

今、大阪府立大学のドクター2 年生になりました。 

専攻は生命環境科学研究科 植物機能ゲノムグループ

に入っています。 

今から自分の国を簡単に紹介したいと思います。 

韓国は、食べ物のサムギョプサル、コスメ、歌手のＢ

ＴＳ、ドラマが最近日本で人気です。 

 

 



韓国の中にあるソウルの場所は、日本の東京のような

感じで韓国の首都になります。 

韓国の人口は約 5000 万人ですが、そのうちの約

960 万人がこの小さいソウルに住んでいます。 

大阪の関西空港から、ソウルのインチョン空港まで約

2 時間ぐらいかかります。 

おそらく、日本に一番近い国だと思います。 

左の写真をみてください。 

 

これは最近ソウルのランドマーク、ロッテタワーで

す。 

世界で 5 番目に高いビルです。 

これはソウルの現代的な景色を見ることができると思

います。 

右の写真は、昔の王が住んでいた場所で色々な人たち

が散歩をする写真です。 

このような感じで、ソウルは現代と過去が共存する場

所だと思います。 

では、今から自分のストーリーについてお話したいと

思います。 

ストーリーのスタートは高校を卒業した 2007 年から

です。 

2009 年度は軍隊、 2013 年度は大学入学、 2017

年度は日本へ留学です。 

まず、2007 年から 2008 年です 

この時は他の学生たちと同じで大学入試を準備しまし

た。 

しかし、僕が希望する大学に入ることができませんで

した。 

これが僕の人生で初めて失敗を経験しました。 

この時、たくさんショックももらいました 

なので、次に何をするか決めることも難しかったで

す。 

そのまま 2009 年度に軍隊へ入隊しました。 

韓国は健康な男の人は約 2 年間、軍隊へ行きます。 

僕の軍隊は、首都ソウルにありました。 

色々な訓練をしましたが、僕の所属は首都を守ること

でした。 

テロの可能性が高い場所を、防御する訓練をしまし

た。 

冬には、ソウルも雪がたくさん降るので、ソウル市内

に除雪作業をしに行きました。 

そして、一番暑いときは 40 キロを歩いて訓練しに行

くこともしました。 

2011 年に軍隊が終わってから、僕は韓国の社会がど

んな感じかを見たかったので、バイトを始めました。 

色々なバイトをしましたが、一番楽しかったバイトは

子供のアイススケートの先生でした。 

この時、韓国の社会を見ることができました。 

 

人と人が初めて会って、話すことは 

・名前はなんですか 

・何歳ですか 

・どの大学で勉強していますか 

でした。 

僕は 2 番目までは大丈夫でしたが、3 番目の質問には

答えることが出来ませんでした。 

この時僕は、韓国の社会は大学が大事だということが

わかりました。 

大学に行かないことが悪いことではないですが、韓国

はまだそのような文化がありました。 

そして 2012 年の夏ぐらいから勉強をして、2013 年

に国立江陵原州大学に入りました。 

専攻も僕が高校生のときから考えた植物でした。 

大学の一年生から二年生までは、普通の学生と同じ勉

強もして、いろいろな活動もしました。 

三年生からは、卒業した後なにをするかを考えまし

た。 

僕は、自分の専攻の植物をもっと勉強したいと考えた

ので大学院生になりたいと思いました。 

大学院生は韓国でしてもいいですが、海外に行っても

っと大きな経験と色々な学生に出会って勉強したいと

思いましたので、海外に行くことを決めました。 

授業の中で先生たちが、ＤＮＡとＲＮＡの研究はアメ

リカと日本がたくさん研究していることを聞きまし

た。 

その中で僕は日本に興味があったので、鹿児島と宮崎

へ研修に行きました。 

その時、日本の学生がどのように実験して、生活する

かを見ました。 



宮崎大学に行ったとき、はじめてロータリークラブが

あることを知りました。 

左の写真は、宮崎へ行ったとき大学生 4 人と、韓国

の先生と宮崎ロータリーメンバーと撮った写真が新聞

に出たことです。 

韓国の先生が宮崎大学でドクターをするときロータリ

ークラブ出身だったので紹介をしてもらいました。 

そして、研修を終えて僕は日本へ留学することを決め

ました。 

大学 4 年生からいろいろな日本の大学を探して、大

阪府立大学に決めました。 

 

入学して、今所属している研究室に入りました。 

この時、大学院の入試を英語で準備して 2014 年にマ

スター学生になりました。 

研究室に入ってから、日本語の勉強も始めました。 

学生と毎日会話して、よく使う単語やよく聞く単語を

ポストイットに書いて自分のスペースにたくさん貼り

ました。 

研究室の活動は、研究以外にも毎年ラボ旅行や卒業生

たちと食事などに行きました。 

この右上の写真は、研究室の卒業写真ですがみんなで

アロハシャツをきて写真を撮ることがこの研究室のヒ

ストリーです。 

最後に自分の実験について、お話します。 

僕は植物の中にある、寄生植物と寄主植物について実

験しています。 

温室や冷蔵庫で、実験に使う植物を作ります。 

一番右の写真は、寄生植物が寄主植物に巻き付いてい

る写真です。 

このような感じで寄生植物は寄生して、ホストの栄養

や水分を取ります。 

僕の実験は、どの遺伝子が寄生を始めるかを探す実験

です。 

これは実験室の写真です 

実験室にある、色々な機械やキットを使って実験して

います 

この中で、最近コロナでよく聞くＰＣＲの機械もあり

ます。 

1 日で結果がでることは難しいですが、日々このよう

な感じで研究しています。 

卒業した後の将来は植物のＤＮＡとＲＮＡを研究する

研究所に入りたいです。 

ここで自分のキャリアを作って、最後には韓国の大学

の先生になりたいです 

今まで研究した知識を学生たちに教えたいです。 

 

今までが、僕の人生のストーリーです。 

僕は、勉強を始めることが遅かったですが、今までに

色々な事に挑戦して今までくることが出来たと思いま

す。 

考えることでやめることではなく、挑戦して結果をも

らいました。 

この 1 つのパズルのように、新しい経験と機会を頂

いて、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は米山学友小委員会 新本委員長様と、米山奨学

生のリ・チャングンさんにご同行頂きました。 



 

♠ニコニコ箱 

地区米山学友小委員長（堺おおいずみ RC） 

新本 憲一様 

本日は奨学生をお招き頂きありがとうございます。 

よろしくお願い致します。 

松本 良二会長 

パク･ジファンさん、リ･チャングンさん、新本さん 

いらっしゃいませ。ありがとうございます。 

パクさん、卓話よろしくお願いします。 

藤田眞佐子会員 

パク様、ようこそアゼリアロータリーに来ていただき

ありがとうございます。本日はよろしくお願い致しま

す。 

北野 敏夫会員 

パクさん、本日はどうぞよろしくお願いします。 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

小阪  知会員 

新本委員長様、パク･ジファン様、リ･チャングン様 

ようこそお越し下さいました。 

また、誕生日のお祝いありがとうございました。 

中村 善夫会員 

パク･ジファン様、本日の卓話よろしくお願いいたし

ます。 

大野 治朗会員 

新本委員長様、パクさん、リさん、本日はお忙しい中

お越し頂き、有難うございます。今後ともよろしくお

願い申し上げます。 

澤本 栄子会員 

月 1 回、皆様と逢う瀬をたのしみにしております。 

梅田 千景会員 

パク･ジファンさん、卓話よろしくお願いします。新

本委員長様、リ･チャングンさん、ようこそ！ 

コロナも少し落ち着き、きのくに文化祭も色々行われ

にぎやかになってきました。 

八木由貴子会員 

元気でがんばります。お誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。 

本日合計額  55,000 円     累計額  509,000 円 

 

♠ロータリー財団 

松本 良二会員   中村 善夫会員  澤本 栄子会員

梅田 千景会員 

本日合計額   8,000 円    累計額  156,500 円 

 

♠米山記念奨学会 

中村 善夫会員   梅田 千景会員 

本日合計額    2,000 円      累計額  100,500 円 

 

 

 

＊＊ 市内ロータリークラブ例会情報 ＊＊ 

ク ラ ブ名 日   時  内    容  

和 歌 山 北 11 月 18 日(木) 15 日の例会を変更 

和歌山東 RC との合同夜間例会 

於：ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 11 月 16 日(火) 「私の留学生活」 米山奨学生 李 瀟瑩 

（リ ショウエイ） さん 

世話クラブ：高師浜 RC、大阪府立大学 

和歌山東南 11 月 19 日(金) 

18:30～ 

17 日の例会を変更 

和歌山中 RC との合同例会 

於：ダイワロイネットホテル 4F 

和 歌 山 西 11 月 17 日(水) 例会場変更 於：サンクシェール 

和 歌 山 東 11 月 18 日(木) 

18:30～ 

和歌山北 RC との合同例会 

ダイワロイネットホテル４Ｆ 

和歌山城南 11 月 18 日(木)  「ガバナー公式訪問」国際ロータリー第

2640 地区 豊岡 敬 ガバナー 

（富田林 RC） 

和 歌 山 南 11 月 19 日(金) 第 2 回 I.D.M.発表 

和 歌 山 中 11 月 19 日(金) 

18:30～ 

和歌山東南 RC との合同例会 

場所：ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

◎サイン受付   

和歌山東南ＲＣ：11 月 17 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 東ＲＣ：11 月 18 日（木）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル 4F 

和 歌 山 北ＲＣ：11 月 22 日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：11 月 24 日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和歌山城南ＲＣ：11 月 25 日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国 

◎休  会 

和 歌 山 東ＲＣ：11 月 25 日（木） 

和 歌 山 中ＲＣ：11 月 26 日（金） 


