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2ガバナー補佐訪問日 月 日（木） 全員出席でお願いします。9 13
各委員会活動の報告をしてもらいます。

青少年交換プログラムプログラム報告 追加韓国光州
「ホームステイｉｎ韓国」 杉森泰太

今年の夏、僕はいきなり韓国にホームステイすることになった。最初はあまり乗り気ではなかったが 「色々な、
体験をできるなら、行ってみてもいいかな」と思い、ようやく韓国に行くことを決意した。 当日小松空港に着く
と他のメンバーが先にいて、みんな韓国行きを楽しみにしているようだった。そして、メンバーが全員そろった所
で、小松空港から出発した。小松空港から出発して１時間くらいでインチョン空港に到着した。インチョン空港に
は、イ・ソンエという人がいて、その人が航空券などの手配をしてくれて、何不自由なくインチョン空港を後にし
た。さらにそこから１時間ほど飛ぶとキンポ空港に着いた。そこには、５～６人の男の人がいて僕たちを見つける
やいなや韓国語で話しかけてきた。いきなり話しかけられて少し戸惑いながらも、そのまま車に乗ってホームステ
イ先まで行った。

ホームステイ先は、宋さんという家で、５人家族だった。みんなとても親切で、いつも僕達のことを気にかけて
くれた。 韓国での体験は、どれも面白かった。その中でも一番面白かったのは、毎回の食事だ。毎回めずらしい
物が出てきて、一番すごかったのは鶏丸ごと一羽使った煮込み料理で、みんな食べるのに悪戦苦闘していた。その
ほかにもたこを使った鍋などどれも美味しい物ばかりだった。まだ他にもホームステイ先の子と英語でしゃぺった
り等、日本ではなかなか体験できない事など、たくさんの体験ができた。 最後に、このホームステイで一番良か
った事は、韓国の人の温かさにふれあえた事だ。韓国の人は、とにかく相手の事

。 。を考えてくれる人ばかりだった この体験を自分のこれからに生かしたいと思う

例会（３０日）終了後 卓話でお招きしていますお知らせ：
「馳 浩 氏」を囲み二次会を開きます 場所 座だん
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点 鐘
『 』ロータリーソング Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ

四つのテスト会長
今年は例年に無い異会長 挨拶：

常気候で雷が鳴ったり、局地的大
雨があったりします。まだまだ暑
い日が続きます。
金ちゃんの不安が的中しないで、
今日もそこそこの会員が出席して

よ か っ た で
す。
ベルギーからの皆さん、日本の中
でももっとも日本らしい金沢へ、
そしてそのなかでも素晴らしい我
百万石ロータリークラブへようこ
そおいでくださいました。大平、
宮永、江守のホストファミリーも
我クラブの優れた面々です。充分
に楽しんで沢山の出会いと思い出
をお持ち帰りください。
特別ゲストの紹介 ビジターの紹（

〈ベルギー交換学生〉介）
ローランス・ネメリ・デ・ベル＊

（ 、ヴォー ホストファミリー：江守
大平） セリン・アンツワン（ホ＊
ストファミリー：宮永）

ロクサン・デ・ベル（ホストフ＊
ァミリー：宮永）

上野公園は動物園向かい東京芸大での先生です。１１月には作品《 食 事 》 前田宏智会員のスピ－チ：
展もあるのでまきます。
幹事報告・委員会報告

本年度累計 残高 ※ニコニコＢＯＸ ¥11,000- ¥195,410- ¥5,464,255-
子ども夢フォーラム全国フォーラム寄附２万円

ベルギーより３人のお客様、ようこそ。宮永さん、大平さん、金 会長

江守さん御苦労様です。 今日は、ベルギーからのお江守巧・道子会員

客様を迎えて。まだまだ暑いですね。８月１２日パイロットクラブの催し

では大変御世話になりました。 ベルギーのお客様、ようこ大平会員

そ。 セリーンさんとロクサンさんが我が家にいらして頂宮永会員

き、毎日楽しんでいます。 ①ベルギーからようこそ。日本も石丸会員

暑いですね！②先日の志門（しもん）君とお父さんのウイーン国立音大教

授のプリンツ先生の演奏会には、クラブの皆様沢山来てくださり、有難う

ございました。お陰で盛況でした。秋には、またゲストに迎えたいもので

。 、 、 。す 大平会員 宮永会員 江守会員ベルギーの交換留学生のお世話御苦労様です炭谷会員

１） 交換学生へバナー贈呈 自己紹介ベルギー交換学生
質問 金沢やこちらの印象とか ベルギーについていろいろ質問した。

点 鐘

回435
5F 2007 8.23ホテル日航

20/39 51.28%出席率
85.81%６月の修正出席率

ロクサン・デ・ベルさん

ゆかたなどいただ
いたり、いろんなとこ
ろへいき、たのしかっ
た。
We loveJapan.

ローランス・ネメリさん

大学で法学を勉強し
ています。ここはとても
いいところです。

セリン・アンツワンさん

大学で法学を勉強して
います。日本でいろん
な事を学びました。キ
モノの着方も勉強しま
した。

セリン・アンツワンさんの

タップダンス

バナー交換


