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南光州ロータリークラブより青少年交換事業のお礼のＦＡＸ
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金沢百万石ロータリクラブ 坂口国雄会長様 二本秀樹国際奉仕委員長様
拝啓 残暑の候、貴クラブますますご清祥のこととお喜び申し上げます。青
少年交流事業を成功裏に終わらせたことにつきまして、会長を始めとするホ
ストの会員、また色々とご協力いただいた会員の皆様に心から感謝申し上げ
ます。日本に行ってきた学生たちも、短いながら良い経験だったと大喜びで
す。来年 月に金沢で青少年バドミントンチームの光州ご訪問を楽しみにし3
ております。 月の東京日韓親聾会議こは李庠根、金成信が出席します。来9

5 10 Matching年 月の大阪国際大会にも 人余りが出席する予在です。最後に
につきましても前向きなご検討をお願い申し上げます。貴クラブのGrantt

限りなきご発展と会員の皆様のご健康をお祈り致します。敬具 南光州 会長呉均豊 国際奉仕委員長 朴天学RC

RC 2003.8.28 1Fホームステイ反省会 韓国南光州 青少年を受け入れて ホテル日航
出席者 二木秀樹 村田祐一 斎木妙子 金沂秀 炭谷亮一夫人 石丸幹夫 同夫人 相川晶代

＊二木秀樹国際委員長の予定表は素晴らしく大変役に立ちました。今後もこのようにして欲しい。
＊吉田昭生前会長には本日の会合のため をいただきました 「訪問者の趣味、食事、宗教等が事前に知らせてFAX 。
欲しい、またホスト間の事前の話し合いも必要、観光ばかりでなく、同世代の人たちと話し合う機会を作るべき」
＊複数で受け入れた方が良い。男女は偶数で。 ＊買い物（１００円ショップなど）喜ばれた。
＊例会日は、人数が増えるので、広い部屋を予約。人数も増やす （４０名）＊タバコは禁煙でも良いのでは。。

。 、 、 。＊立山行き日の夕食は外食で大変良かった 皆大変 なごやかでで喜んでいたし 通訳の人も食事できて良かった
＊ホトファミリーは原則として朝食だけ提供しては。
＊スカイホテルや兼見御亭の和食も良く食べていた。
＊英語が案外通じなかった。
＊喫茶店には意外とあまり入りたがらなかった。
＊英語、韓国語のパンフレットを用意し事務局におく。
＊レトロバスなど金沢にはまだまだ外国語表示が少ない。
＊例会の卓話はその日は韓国の青少年へのインタビューの時
間にすべき。
＊尾山神社の庭園を散歩したら、案外喜んだようである。エ
ムザもよかった。
＊ショッピングは最後の日にし、同世代の日本人に案内役を
してもらう事が大切。今回は案内した若い人達も大変楽しか
ったと言っていた。
＊大和地下の食料品売り場は人気があり、森八の羊羹やもな
かを買ったり、昼食にうどんやに入ったのには驚いた。おみ
やげに長崎カステラが人気あった。
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例会予定
山腰茂樹石川県立音楽堂館長9/4
「 」オーケストラアンサンブル金沢と音楽堂

テーブルコーディネーター9/11 水島栄美子
定例理事会

江守道子 「最新の歯科医療～ミシガン大9/18
学研修を終えて」

子供シリーズ候補日9/25
北ロータリー３０周年 休会10/2
諸江会員10/9
矢島久美㈱エイム教育ディレクター10/16
子供シリーズ候補日10/23
５週のため休会10/30
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手を貸そう。 感謝の声をかけあおう。 親睦と友情を深め、自己の向上に努めよう1. 1. 1.
。1.地域社会に奉仕し、クラブの存在価値を高めよう

みちくさの会代表 赤尾嘉樹様 中学校教員 徳井久康様ゲスト
ピアノ調律師 吉田光穂様（９月より新会員）

金沢東ＲＣ 松木浩一様 大塚滋雄様 金沢みなとＲＣメーキャップ
小村利幸様

今夏最後の例会になりました。もう一ヶ月間夏休みがあれば会長挨拶
と思います。 今回から席はくじ引きにしました。当分しましょう。東海
林也令子会員の素晴らしいニュースが新聞にのりました。

ニコニコボックス
¥7,000 ¥227,000 ¥3,4440,429本年度合計 残高

赤尾様の卓話を楽しみにしています。 みちくさの会の皆さん、お坂口会長 大平会員

話楽しみにしております。 まだ韓国の青少年のホームステイの余波が残り、本石丸会員

日例会終了後一階の喫茶室で反省会をすることにしました。南光州ＲＣからも早速メール

ピテイナ・ピアノコンペテイションが入り、良かったと思っています。 東海林会員

全国決勝大会に生徒で姉妹二人揃って参加し二人揃って入賞しました。妹の方は最高の金

賞、姉の方はベスト賞、そして私は指導者賞をいただきました。

二木秀樹国際奉仕委員長 韓国南光州 からのお委員会便り RC
）礼状について （１ページ参照

金沂秀親睦委員長 来年の春に南光州ＲＣへの訪問、珍島の海割韓国語講座のお知らせ
、 。れの観光を企画しておりますのでこの機会に 韓国との交流や観光のお役に立てればと思います

会員はもとより、家族の方でも是非ご参加下さい。講師は 宋 有宰 氏で 受講料は前納で
２０，０００円 （２０回の予定 、場所は例会後例会場でおこないます。）

みちくさの会代表講話の時間 「子供をとりまく環境」
赤尾嘉樹様

事務局長 中学校教員 徳井久康様
本日ここでひさしぶりに童謡をきき、子供時代の親の働く姿をがう赤尾

かびました。 はじめてみちくさの会を立ち上げました。 月以降は毎6/29 10
月第３土曜日午後 時から定例会を開きます。2

夏休み前には必ず事件がおきます。これらの少年は自己評価が徳井
低い透明な存在として自分を評価しています。うまれてから愛された事
がない。 人間は 歳までは徹底的に甘えさせるべきです。新聞の様10
「 」 。 。に 市中引き回し の言葉は非行な子の親にとっては本当につらい 居場所がなくなります

神戸事件の「酒鬼薔薇聖斗」の少年は「やろうと思えば 誰にも誰にも気づかれずに ひっ
そり殺人を楽しむ事が出来た 「僕がわざわざ世間の注目を集。」
めたのは、いままでも そしてこれからも透明な存在であり続
けるぼくを、せめてあなた達の空想の中だけでも、実在の人間

。」 、として認めていただ来たのである 自己評価の極端な低さは
引きこもり、すぐきれる子ども、心身症、摂食障害、家庭内暴
力、自殺、人格障害、非行、少年犯罪、すべて一番根っこの問
題はここにあります。例会を通して「ありのままの我が子」を
受け止めます。毎回順番に我が子の事を語るだけですが、聞い
ているだけ、聞いてもらうだけ、話すだけで心がはれます。

点鐘

通算 回253
21/40 52.5%出席

74%7 月修正出席率

（木）2003.8.28

ピアノ優秀指導者賞の
東海林也令子会員

吉田光穂様
（９月より
新 会 員 ）

講師紹介の
大平政樹会員

赤尾嘉樹代表

金沢医科大学見学会
場所 金沢医科大学新館

新館玄関まえ
駐車場は新館右横

10:50日時 ９月７日
金沢医科大学のコメディカ

ルスタッフの執筆本を贈呈

。多くの出席をお願いします

までFAX262-2241徳井久康事務局長


