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ベルギー短期交換学生便り
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竹松紗央里

大島咲絵子

この度はベルギー短期留学に行かせていただき、金

ベルギーでの1家族目でのホームステイが終わろうとし

沢東ロータリーの方々、また付き添いの中田さんには本

ています。ドイツ、ベルギーとあっという間に時間が過ぎ

当に感謝しています。今夜はケルンに泊まっています。今

て行くことに驚きを隠せません。このように大変貴重な

日までの旅で特にゴッホの向日葵を見たこと、ラドラー

経験をさせていただいていることに感謝の気持ちを忘れ

を飲んだこと、ケルンの大聖堂（500段以上）を登ったこ

ずに、残りの数日を過ごしたいと思います。

と、そして何よりローデンブルグの街並みを見渡したこ
とがとても印象的で感動しました。自由時間にふらっと

小池田康聡・髙田佑子

お店に立ち寄ったり、のんびり散歩するだけでも良い時
間を過ごせています。毎日が充実していて夜はぐっすり
です（笑）明日からのベルギーも楽しみで待ち遠しいで
す。改めてこのような貴重な経験をさせていただいて、本
当にありがとうございます！

ミュンヘン、フランクフルトを経てケルンに到着しまし
た。私たち自身、初めてのヨーロッパで、ここならではの
街並みや食文化、様々な経験をさせていただき、楽しい
日々を過ごしております。このような機会をくださり、本
当にありがとうございます。明日からはベルギーにて約

石野可南子
この度はベルギー留学の機会を与えていただき、あり
がとうございます！私たちは今、ドイツのケルンに来てお

2週間のホームステイが始まりますが、ベルギーのロータ
リーの方々と交流できることもとても楽しみにしており
ます。日本は暑い日が続くと思いますが、お身体の方、ご
自愛くださいませ。

り、明日からベルギーでのホームステイが始まります。毎
日がとても充実していて、未だ4日しか経っていないのが
驚きです。この4日間で一番楽しかった場所はローデン
ブルグで、ここの街並みが本当にきれいで、将来また見
に行きたいと思いました。もう一つ印象に残っているの
はケルン大聖堂です。とにかく大きくて写真を撮るのも
大変でした。1階部分には大きなステンドグラスが何枚も
あり、面積の合計が世界一だそうです。また、パイプオル
ガンの迫力ある演奏を聴けて本当に嬉しいです。この後
の時間も精一杯楽しんできます。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
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8 月 28 日（月）例会

❖

“夏の納涼例会”

■ソング
“それでこそロータリー”
“Sing Everyone, Sing”

■本日の卓話
8 月28日		 夏の納涼例会（六角堂 Grill & Bar）

今年もニコニコと活動していきたいと思います。
大島淳光…3ヵ年の皆出席顕彰をいただくことができました。これからも、
さらに精進してまいりたいと思います。
柳内…3ヵ年の皆出席顕彰をありがとうございます。あっという間の3年で
したが、これからも1日1日を無駄にすることなく、精進いたします。
鈴木博竹…皆勤1カ年の表彰、ありがとうございます。引き続き、ロータリア
ンとして努力していきます。
山本…還暦のお祝いを子供たちにしてもらいました。用意してあった赤い
ちゃんちゃんこも着ました。嬉しい、ニコニコでした。
渡辺…出席・ニコニコ委員、初仕事をいただきました。ニコニコと勤めさせ
ていただきます。

合計

■例会卓話予定
9 月 4日		
		
		
9 月11日		
		
9 月25日		
		
10月 2日		
10月16日		
10月23日		
		
		

国際ロータリー第2610地区ガバナー
しもぐちゆきお
下口幸雄氏（加賀RC）
「クラブのカラーを出そう」
ちもとたみえ
端唄金沢千扇会 会主 千本民枝氏
「進め三日坊主」
北陸大学薬学部医療薬学講座
教授・医学博士 劉園英（Liu Yuan Ying）氏
未定
がざん
米山奨学生 尕藏君（白山石川ＲＣ）
WOMANS FITNESS H&B
よしだゆうこ
ホットヨガ店長 吉田優子さん
「ヨガと健康」

■ ニコニコ Box（敬称略）

厚見…大島萌詠子さん、松本佳奈さん、お帰りなさい。中田さん、ベルギー
お疲れ様でした。
松本浩平…本日、長女の佳奈がアメリカ留学の帰国報告をさせていただき
ます。貴重な例会の時間を賜り、ありがとうございます。よろしくお
願いいたします。
大島淳光…次女の萌詠子が今月4日に1年間の留学プログラムを終え、無事に
帰国しました。皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
井上…交換学生の大島萌詠子さん、松本佳奈さん、ご無事で戻られて何よ
りです。帰国報告をありがとうございます。
中田…1年間、元気に頑張られた大島萌詠子さん、松本佳奈さん、お帰りな
さい‼今後のご活躍をお祈りしています。
山岸…33ヵ年皆出席顕彰をいただきました。家族や会員皆様に感謝です。
不室…31回目の皆出席をいただき、ありがとうございます。最近はもとも
と無い体力が衰えてきました。一日一業をして活動したいと思って
います。
越原…29ヵ年皆出席顕彰をいただきまして、ありがとうございます。これ
からも健康に留意して努めていきたいと思っています。
岩木…20ヵ年皆出席表彰をいただきまして、ありがとうございました。今後
もご指導をよろしくお願いいたします。
松本浩平…皆出席10カ年のお祝いを賜り、ありがとうございます。今後と
もご指導よろしくお願いいたします。
徳野…9ヵ年の皆出席表彰を頂戴しました。ありがとうございました。これ
からも健康で頑張ります。
成島…『4ヵ年皆出席顕彰』となりました。金沢での生活も5年目突入です。

Sing, everyone, sing.
Sing, everyone, sing.
Let's get together in all
kinds of weather
and sing, everyone, sing.
Smile, everyone, smile.
Smile, everyone, smile.
All of your troubles will
vanish like bubbles.
so smile, everyone, smile.

❖

324,400円

8 月 21 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
7 月31日
7 月24日

61 ／ 99
81 ／ 99

ホームクラブ 61.62%
補正出席率
81.82%
（出席免除会員3名）

◆夏の納涼例会
日 時：8月28日（月） 18:30〜
場 所：六角堂 Grill&Bar
会 費：会員･･･10,000円 配偶者･･･9,000円
※8/28昼の例会はございません
◆社会奉仕委員長会議
日 時：9月2日（土） 10:00〜12:00
場 所：石川県地場産業振興センター 本館3F「第3研修室」
出席予定者：金谷
◆ガバナー公式訪問会長・幹事懇談会
日 時：9月4日（月） 11:30〜12:20
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席予定者：下口ガバナー、髙桑G補佐、田中地区幹事、厚見、
中田、徳野、山本、石野
◆第２回60周年実行委員会
日 時：9月4日（月） 13:40〜
場 所：ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ10F「加賀の間」
◆グリーン会第１回ゴルフコンペ
日 時：9月16日（土） 9:13スタート
場 所：片山津ゴルフ倶楽部「加賀コース」
◆職業奉仕研修旅行
日 時：10月7日（土）〜8日（日）
行 先：長崎方面（長崎くんち、軍艦島クルーズ、大村湾cc他）
会 費：観光組……110,000円
ゴルフ組…105,000円（プレー代各自負担）
◆国際ロータリー第2610地区大会
◎記念ゴルフ大会【先着120名】
10月27日（金）8：00スタート 片山津GC「加賀コース」
参加費（プレイ代・参加費・懇親会費含）
メンバー：17,000円
ビジター：20,000円
懇親会のみ：5,000円
◎地区大会１日目（10月28日土）
加賀市文化会館
13:00〜14:25 指導者育成セミナー
14:45〜17:00 本会議Ⅰ
加賀市文化会館
出席対象者：会長、幹事、次期会長、次期幹事、
5大奉仕委員長、G補佐
18:00〜20:00 RI会長代理ご夫妻歓迎夕食会
ゆのくに天祥

出席対象者：会長、幹事、ガバナー補佐
（別途登録料12,000円）
◎地区大会２日目（10月29日日）
加賀市文化会館
12:20〜17:30 本会議Ⅱ・記念講演
18:30〜20:00 大懇親会
ホテルアローレ
出席対象者：全会員、ご家族
大会登録料：会 員11,000円（内クラブ負担2,500円）
ご家族 8,000円

