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◆会長挨拶 小林 信雄会長

今年も年の瀬、あと 10日程で新しい年を迎え

ることとなりました。本年最後の例会、お客様

に城西国際大学の尹(ユン)さん

をお迎えしています。

来年は 1 月 11 日(火)東金ﾋﾞｭｰ

RC と共に新年合同例会、会場は

「志津本」午後 6 時より、当ク

ラブがホストクラブとなります。

さて、今年を振り返って見る

と政治上の混乱ばかりが目立ち、

国民生活が向上したとは到底思

えません。世界的には、ノーベ

ル賞の受賞と韓国・北朝鮮の問

題がありました。年初に予想し

たようには景気も株価も上がらずに、設備投資

も、公共工事もマイナス減少です。来年はウサ

ギ年で飛躍を期待したいものです。

ところで、民間調査機関の「2011 年賃上げ等

に関するアンケート調査」によると

2011 年の望ましい賃上げと実際の賃上げの

見通しについて、厚生労働省

調査では

2010 年賃上げ額 5,516 円

率 1.82％

2011 年の賃上げ前基礎ベース

(大企業)309,000 円程度

定期昇給のみの場合

１％＝3,090 円、1.7％＝5,250

円、２％＝6,180 円、３％＝

9,270 円

2011 年夏期賞与・一時金水準

の見通しはどの程度になるか

というものです。皆様如何でしょうか？

最後に、当クラブの本年度例会は今日が最終、

皆様お元気でお過ごしいただき、来年 1 月に志

津本にてお目にかかりたいと思います。
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◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・1 月 11 日(火)18:00 点鐘 東金ﾋﾞｭｰＲＣとの

新年合同例会を「志津本」にて行います。

・例会変更案内 大多喜、成田空港南、茂原、

茂原中央 RC より来ております。

・R 財団寄付にご協力ください。

・大多喜 RC とのタケノコ狩り合同例会の準備

を進めております。

・会員候補の方がいらっしゃいましたら幹事迄

ご連絡ください。

・吹野さんの会員選挙が終了しましたので、

1 月の合同例会で正会員となります。

◆卓話 城西国際大学 入門学部

国際交流学科３年 尹
ゆん

閑
はん

羅
な

さん

韓国の仁川(イン

チョン)から来まし

た。仁川は大韓民国

の北部西海岸の交

通・文化・産業の中

心地で、首都ソウル

への海の玄関口と

なっています。 人口約 9 万人、世帯数約 3

万世帯 です。

ソウルで生まれましたが、小学校４年のと

きに、インチョンに引っ越しました。短大を

卒業して、1 年半勤務しましたが、もう少し

勉強したく、城西国際大学の国際交流学科２

年生に編入しました。普通ですと 3 年ですが、

日本語に慣れ、少しでも長く勉強したいと思

いました。将来は大学院に進み、韓国語、日

本語、中国語の言語を比較する大学の先生に

なりたいと思っています。国際交流学科はい

ろいろな国の留学生に会え、とても面白いで

す。

韓国の食はキムチ、インチョンは冷麺で有名

です。アルバイトを中華大王で夜７時から 10

時まで働いています、是非食べに来て下さい。

インチョンは北朝鮮との問

題で大変です。本当に戦争

が起きるのではないかと不

安を抱いています。

・ペチュギムチ（배추김치）

白菜のキムチ。

・オイギムチ（오이김치）胡瓜のキムチ。

・カクトゥギ（깍두기）大根のキムチ。大根を

六面体に切って作る。

・チョンガクキムチ（총각김치）チョンガク大

根（小型の大根）のキムチ。

・ポサムキムチ（보쌈김치）開城地方の名物。

生のイカやカキなどを白菜の葉で包んで漬け

る。保存がきかないため二、三日で食べきら

なくてはいけない。

・ヤンベチュキムチ（양배추김치）キャベツ

（양(洋)배추、洋白菜の意）のキムチ。白菜の

手に入りにくいヨーロッパなどへ移住した朝

鮮系住民によって作られていた。新しく開発

された特殊な乳酸菌を用いて、キムチにする。

長期保存可能な食品に加工できることは、キ

ャベツが生産過剰となった場合の有効な利用

も期待できる。

・ムルギムチ（물김치、水キムチ）唐辛子と

ニンニクを使わない、汁気の多い白いキム

チ。汁ごと食べる。ムルギムチの汁は冷麺

の汁には欠かせない。

☆誕生祝い有難うございました

・・・三宅 英雄会員

☆結婚祝い有難うございました

・・・岡本 秀男会員

☆ご奉仕 ・・・小髙 徹会員

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２４名 ２０名 83.33％

12月21日
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