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いてみたところドイツ語も話せるので、英語も合わせる

ベルギー短期留学報告書⑤

と４ヶ国語話せるということでした。しかもフラマン語
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石野可南子

を話すほとんどの人が英語はもちろんフランス語も話
せるというのはヨーロッパならではだなと思いました。
２つ目のご家庭はフランス語の地区で去年私の家で
預かったクインティンという学生の家でした。クイン
ティンは今オーストラリアでワーキングホリデー中だっ
たのですがこの留学のためにわざわざ一週間だけ帰っ
てきてくれました。私もオーストラリアに留学していた
のでそのときの話で盛り上 がりとても楽しかったで
す。また最初の家庭とは違いホストファザーとホストマ
ザーは英語が話せない人でした。ホストファザーは少し
だけなら分かるようですが、ホストマザーは挨拶程度し
かわからないようでした。それでも私たちとなんとかコ

今回私たちはドイツ、ベルギー、イタリアの３カ国を
24日間かけてまわりました。ヨーロッパへ行くのはこ
れが初めてでしたが、高校生の時に１年間の留学にも
行かせていただいた経験もあるので大きな不安はな
かったため、春のオリエンテーションの段階からただ
ただ楽しみにしていました。
最初に向かったのはドイツです。ドイツといえばビー
ルだと思いますが、昼から飲んでいる人が多いことに
一番驚きました。ドイツの最終日にはケルンへ行きまし
た。ケルン大聖堂は世界最大というのが納得の大きさ
でした。中にはとても大きな美しいステンドグラスが何
枚もあり、パイプオルガンの迫力ある演奏も聞けて満
足でした。
ベルギーのホームステイでは２つのご家庭でお世話
になりました。1つ目のご家庭はフラマン語の地区でし
た。ホストシスターが毎日観光に連れて行ってくれたの
ですが、彼女がフランス語とフラマン語を使い分けて
いることに気づき、他にも話せる言葉はあるのかと聞

ミュニケーションを取ろうとしてくれたり本当に優しく
してくれたのがとても印象に残っています。最後のお別
れ会で「楽しかった、また遊びに来ていいよ」と言われ
て本当に嬉しかったし、これからも連絡を取って長く付
き合っていきたいと思いました。
この１ヶ月、本当にいろいろなことを体験したのでま
だまだ書ききれてないことも多いです。こんなに充実
した留学の機会を与えてくださった金沢東ロータリー
クラブの皆さん、両親、引率してくださった方々、ベル
ギーでお世話になったホストファミリーやロータリーク
ラブの皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

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

1 月は職業奉仕月間です

会務報告
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1 月 29 日（月）例会

❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
1 月29日		 中日新聞北陸本社 編集局長
おおば
つかさ
		 大場 司 氏（金沢東RC）
		 「新聞の言葉の使い方」

■例会卓話予定
2 月 5 日		
2 月19日		
		
		
2 月26日		
		
		
3 月 5日		
		
		
		

新春懇親例会（松魚亭）
日本ユニシス㈱北陸支店長
よこやま ひ で お
横山秀雄氏（金沢東RC）
「未定」
石川テレビ放送㈱相談役、メディアコラムニスト
もりたまさあき
森田正明氏
「未定」
㈱日本政策投資銀行北陸支店 副調査役
みやはら り え こ
宮原吏英子氏
「北陸地域における
『多様な働き方』を支える仕組みづくり」

■おめでとう（敬称略）
◎12月年間皆出席祝
30ヵ年 高桑 秀治		3ヵ年
3ヵ年 野村 圭作

村端

一男

楽しみです。よろしくお願いします。
白川…市川元久さん、外山正修さん、金沢東ロータリークラブ
へのご入会、心より歓迎いたします。
小池田均…長男が1月13日、ハワイのホノルルで結婚式を挙げ
ました。親として2人の幸せを願っております。
大島国雄…71回目の誕生日を迎え、これからも健康に注意して
いきたいと思います。
大場…本日、56歳の誕生日を迎えました。お祝いをいただき、
ありがとうございます。さらに精進いたします。
山縣…本日はお誕生日のお祝をいただきまして、ありがとうご
ざいました。44歳、ゾロ目の年齢となりました。
鏑木…61歳になりました。この歳になると、金属疲労というよ
り筋肉疲労になっていると感じます。また、トレーニング
を始めます。
田中…健康に恵まれ、61歳を迎えることができました。感謝です。
岩木…誕生日のお祝をいただきまして、ありがとうございまし
た。今後もよろしくお願いいたします。
木藤…お誕生日のお祝をいただき、ありがとうございます。いた
だいたコーヒーをゆっくり飲みながら、40代最後をどう
過ごすか考え、素晴らしい年にしていきたいと思います。
石野…誕生日のお祝と結婚記念日のお花をありがとうござい
ます。何故か毎年、花は枯れてしまうのですが、愛情は
枯らさぬように日々、努力します。
山本…結婚記念日祝に綺麗なお花を頂戴しました。ありがとう
ございます。7年経って8年目に入ります。仲良いフリは
上手になりました。相変わらずニコニコです。
別川…家内が20カ年皆出席会員配偶者表彰をいただきました。
夫婦共々元気です。これからも仲良く、頑張ります。
竹松…家内が10カ年皆出席会員配偶者表彰をいただき、あり
がとうございました。

合計

1,067,050円

■ ニコニコ Box（敬称略）
利光…カゴメの山口さんに卓話をお願いしました。野菜を取り
ましょう！
市川…入会を認めていただき、ありがとうございます。お祝い
事やプレゼント等にご利用ください。
外山…入会、ありがとうございます！皆様より温かい承認をい
ただきましたお蔭で、ロータリアンになれました！今後
ともよろしくお願いします。
厚見…本年もよろしくお願いいたします。新年早々、市川君、外
山君の2名の新会員を迎えて。ロータリーを楽しんで下
さい。
山本…新会員の市川さん、外山さん、金沢東RCへご入会おめ
でとうございます。Welcomeです。どうぞ一緒によろし
くお願い申し上げます。
宮本亮一…外山さん、入会おめでとうございます。10年以上前
からの知人で大変優秀な方です。一緒に活動できるのが、

Smile, Sing a Song

Smile and the world smiles with you,
Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day
long.
Whenever your trials, Your troubles and
your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,
Sing a song.

〈 例会メニュー 〉
1/29 〈中華〉体を温める伝統の四川料理
2/ 5 新春懇親例会（松魚亭）
2/19 〈和食〉如月定食 春の食材を使って
2/26 〈中華〉鱈と野菜のピリ辛 豆板醤煮込みをメインに

❖

1 月 22 日（月）例会報告

❖

■出席率報告
12月18日
12月11日

55 ／ 97
72 ／ 97

ホームクラブ 56.70%
補正出席率
74.23%
（出席免除会員5名）

◆金沢8RC幹事会
日 時：1月29日（月） 13:40〜
場 所： ANA ホリデイ ･ イン金沢スカイ18F
出席予定者：石野
◆地区ロータリー財団補助金管理セミナー
日 時：2月3日（土） 10:00〜12:00
場 所： 石川県地場産業振興センター新館5F[第12研修室」
出席予定者：向井
◆第4回 60周年実行委員会
日 時：2月5日（月） 16:00〜
場 所：松魚亭
◆新春懇親例会
日 時：2月5日（月） 18:00〜
場 所：松魚亭
会 費：10,000円
※2/5昼の通常例会はありません。ご注意下さい。
◆金沢香林坊RC 30周年記念例会
日 時：2月10日（土） 16:30〜 例会
場 所：金沢東急ホテル5F
出席予定者：髙桑幸一、厚見、山本

18:30〜 祝宴

◆金沢みなと RC 25周年記念例会
日 時：2月20日（火）
15:30〜 例会 17:00〜 記念講演 18:30〜 祝宴
場 所：ANA クラウンプラザホテル金沢3F「鳳の間」
出席予定者：厚見、山本

