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女子だって負けませんからね 
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閉 会 万歳三唱 
     宮原和広副会長              

 

ホームステイで、テコンドー

を体験しました。 

慶山ＲＣから一人一人に 

道着を作って戴きました。 

 学生を代表し、井手悠紀さんがホームステイ参加の感想を述べました。 

 ４日間の韓国ホームステイを通して、本当にたくさんの思い出とたくさん

の方々に出会うことができました。初日、自分のパートナーを前にして初め

はどうすればいいかわからなくて戸惑い、とても緊張しました。でも韓国の

人達は皆とてもフレンドリーで優しくてすぐに打ちとけることができまし

た。お互いに日本語韓国語はわからなくても英語やジェスチャーを使えば

ちゃんとコミュニケーションをとれることに感動し、自分の言いたいことが

相手に伝わった時は本当に嬉しかったです。 

 また、跆拳道や観光地巡り、韓国の食文化に触れ、日本の文化との違いに

驚く場面もありましたが、とても勉強になりました。４日間という短い間で

したが、ホストファミリーの温かいおもてなしのおかげでとても充実した

日々を過ごすことができました。また、今まであまり関心がなかった韓国に

興味を持つきっかけともなりました。ここでの経験を自分の糧とし、今後も

韓国の友達と連絡をとりあい、いつか再会できたらいいなと思います。最後

にこのような素晴らしい機会を与えて下さり、計画から引率まで大変お世話

になった人吉ロータリーの皆様、そして行かせてくれた両親に本当に感謝し

ています。ありがとうございました。 井手悠紀 

８月会員増強及び拡大月間 
 

点 鐘            中川貴夫会長 
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毎 週 金 曜 日 会報編集 山賀勝彦委員 

   中川貴夫会長 
 

 皆さん、お久しぶりです。８

月13日（金）は、お盆の為、例

会取り止めを致しまして次の週

は、慶山RC訪問。小林清市パス

ト会長には会長の時間を務めて

戴きありがとうございました。

お陰さまで１９名と半分無事に帰ってまいり

ました。 

 さて、８月１９日 (木）～８月２２日

（日）本年度、私の方針に掲げておりました

青少年教育活動の一環であります国際交流韓

国慶山ロータリークラブへ３泊４日の第１０

次青少年交流ホームステイに行ってまいりま

した。中・高・大学生１０名、引率者１０

名、合計２０名での訪問、金尚栄（キム・サ

ンヨン）会長、朴元柱国際奉仕委員長、はじ

め、歴代パスト会長、会員の皆様・ホスト

ファミリーの歓迎を受けました。嶺南大学の

ゲストハウスにて歓迎会をして戴きまして、

慶山・日本両青少年団長の宣誓から始まり、

会長の挨拶と進んでいきました。子供たち

は、ホストファミリーのテーブルに入り緊張

している様子でしたが、身振り手振りで会話

を進め、ひと時を過ごした後、各ホームステ

イ先へ帰って行きました。 

 ２日目・３日目、天候晴れ、気温35度、慶

山市役所集合、テコンドウ体験、陶磁器絵付

け体験、金会長の味噌工場見学、スパバ

                 

清流山水花あゆの里 

                 18：30～例会 19:00～納涼祭 
        

納涼家族会 



レー、お寺巡りと、びっしりスケジュールが

組まれ、テコンドウにおいては、道着と名前

入り刺繍黒帯まで準備され、入念な準備体操

を行い、型の練習、最後は前蹴りで板割りま

で行い、「割れないと日本へ帰れません

よ。」とテコンドウの先生より言われ、みん

な汗だくだく、玉の汗を流しながら頑張りま

した。怪我をしないか少し心配致しました

が、みんな気合いを入れて頑張ったのでしょ

う、無事に体験も終了しました。素晴らしい

体験をさせて戴いたと思っております。 

 陶器の絵付け体験は、金会長の妹さん宅が

窯元で妹さんに教えて戴き、子供たちは思い

思いに素焼きのカップに絵付けを致しまし

た。作品は窯で焼いて、後日人吉に送って戴

けるとの事でした。ホストファミリーの暖か

い心遣いもあり、みんな打ちとけ合い和やか

な雰囲気となって行ったのは言うまでもあり

ませんでした。その他の行動は、引率戴いた

メンバーより報告があるようですので楽しみ

に待っていて下さい。 

 この青少年交流ホームステイを実施するに

当たり、打ち合わせ、計画・立案・帯同して

戴きました浅野国際奉仕委員長、宮原副会長

にお礼を申し上げます。又、大成功に終わり

ました事は、引率して戴きましたメンバーの

ご協力はもちろんの事ですが、人吉ロータ

リークラブの皆様にもご支援を戴いた事にあ

らためてお礼を申し上げます。先週、小林パ

スト会長が会長の時間に青少年交流ホームス

テイについてお話があった様に聞いておりま

す。次回は人吉の受け入れとなっております

ので、是非、皆さんご協力をお願い致しま

す。ありがとうございました。 

 さて、先週、栞を配布してあるようです。

一生懸命チェック致したのですが、若干の間

違いもあるようです。また、定款につきまし

ても、次週、片岡ロータリー情報委員長さん

から説明をして戴きますが、その点につきま

しては、正誤表を作り配布させて戴きますの

でお許し下さい。すませんでした。 

 この後、渡辺幹事が慶山のファミリー・メ

ンバーとの交流の様子をビデオに撮り編集し

たＤＶＤを作ってくれました、時間の来るま

でご覧ください。今夜は、例会後、納涼パー

ティになっております。是非、お楽しみ下さ

い。 

2010-2011年度RI テーマは 

「地域を育み、大陸をつなぐ」です。 

 

 

      渡辺洋文幹事 
 

【連絡事項】  

1）本日は納涼家族会です。親睦委員会の齊 

 藤委員長始め委員会メンバーの皆様よろし 

 くお願いします。 

2）青少年育成市民会議会 笹山欣悟様より５ 

 団体交流会及び第３回育成部会の案内が届 

 いておりますので、岩井新世代委員長にお 

 願いしております。 

3）国際ロータリー第2720地区ガバナー木下 

 光一様より、2012～13年度ガバナー候補者 

 推薦についての案内が届いております。 

【例会取止め/変更】 

八代東ＲＣ→9月30日の例会は休会 
 
 
【青少年交流参加学生保護者挨拶】 

多良木ＲＣ  小林 智会員 

人吉中央ＲＣ 堀尾健次朗会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】   水野虎彦委員長 

・人吉中央RC堀尾健次朗会員 今回は息子が 

 大変お世話になりました。人吉RCの皆様、  

 本当にありがとうございました。 5,000 

・多良木RC小林智会員 娘が韓国交流事業に 

 参加させていただきました。   5,000 

・中川会長 慶山ロータリー交換ホームステ 

 イ、無事帰って参りました。小林パスト会 

 長、会長の時間務めて頂きありがとうござ 

 いました。           2,000 

・井手会員 青少年交流に娘の悠紀を連れて 

 行って頂きました。中川会長他全10名の 

 ロータリアンに感謝致します。大変喜んで 

 帰って来ました。有難うございました。 

                 2,000 

・北会員 ８月20日は法人会青年部会員研修 

 会を開催しました。堤会頭にはご挨拶を頂 

 き有難うございました。石蔵社長には２日 

 間に亘り記事を載せて頂き有難うございま 

 した。また、ゴルフの賞品も多数ご協力頂 

 き有難うございました。     3,000 

・納涼家族会全員スマイル他67名  67,000 

 ニコニコ･ごめんねカード8/27合計84,000 
 
     点 鐘  中川貴夫会長 
   

     

 

 
     司会進行：親睦委員塚本哲也 

 

開会挨拶     齊藤日早子親睦委員長 

 皆様こんばんは。毎年、日頃よりロータ

リー活動にご理解とご協力を頂いておりま

す家族の皆様へ、感謝の気持ちを込め、親

睦納涼祭を開催しております。今夜は、ご

夫人、お子様からお孫さんまで、たくさん

のご参加を頂きました。司会は親睦委員塚

本さんと私、“だいすけ・花子”のコンビ

で進めたいと思います。会場の後方には釣

りゲームやかき氷などを用意しましたので

どうぞお楽しみください。 

 

会長挨拶       中川貴夫会長 

 今晩は。人吉ロータリークラブ納涼パー

ティにお越し戴きありがとうございます。  

 日頃は家族の方々より色々ご支援戴きあ

りがとうございます。又、人吉ＲＡＣの皆

さんお世話になります。今夜は、楽しく過

ごして戴ければ幸いです。 

 先日、８月１９日～８月２２日まで、私

たち、ロータリーメンバー引率１０名、生

徒１０名の合計２０名で姉妹クラブの韓国

慶山ロータリークラブに、第１０次青少年

交流ホームステイとして行ってまいりまし

た。そのメンバーと保護者の方々も参加戴

いております。ありがとうございます。参

加した生徒の皆さん、最後バスの中で私と約

束した事覚えていますか？ 

 お父さんお母さんに『ホームステイに参加

出来た事への「ありがとう」を言いました

か？』もしバタバタしていて忘れたのであれ

ば、今、お礼を言ってくださいね。人々に感

謝の心を持って成長してください。後でメン

バー紹介と感想をお伺い致しますのでよろし

くお願い致します。また、その時の様子を編

集してＤＶＤで放映いたします。記念として

出来上がったＤＶＤは生徒さんに贈呈いたし

ます。それでは、ゆっくりお楽しみ下さい。

ありがとうございました。 

    

乾 杯 

 伊久美パスト会長   
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     宮原和広副会長              

 

ホームステイで、テコンドー

を体験しました。 

慶山ＲＣから一人一人に 

道着を作って戴きました。 

 学生を代表し、井手悠紀さんがホームステイ参加の感想を述べました。 

 ４日間の韓国ホームステイを通して、本当にたくさんの思い出とたくさん

の方々に出会うことができました。初日、自分のパートナーを前にして初め

はどうすればいいかわからなくて戸惑い、とても緊張しました。でも韓国の

人達は皆とてもフレンドリーで優しくてすぐに打ちとけることができまし

た。お互いに日本語韓国語はわからなくても英語やジェスチャーを使えば

ちゃんとコミュニケーションをとれることに感動し、自分の言いたいことが

相手に伝わった時は本当に嬉しかったです。 

 また、跆拳道や観光地巡り、韓国の食文化に触れ、日本の文化との違いに

驚く場面もありましたが、とても勉強になりました。４日間という短い間で

したが、ホストファミリーの温かいおもてなしのおかげでとても充実した

日々を過ごすことができました。また、今まであまり関心がなかった韓国に

興味を持つきっかけともなりました。ここでの経験を自分の糧とし、今後も

韓国の友達と連絡をとりあい、いつか再会できたらいいなと思います。最後

にこのような素晴らしい機会を与えて下さり、計画から引率まで大変お世話

になった人吉ロータリーの皆様、そして行かせてくれた両親に本当に感謝し

ています。ありがとうございました。 井手悠紀 

８月会員増強及び拡大月間 
 

点 鐘            中川貴夫会長 

 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  馬場貞至副委員長         

         国 歌   「君が代」 

          Ｒ．Ｓ   「奉仕の理想」 
 
司会・進行   井手富浩ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   中川貴夫会長 
 
   第10次慶山RC青少年交流ホームステイ          

              参加学生８名  

      葉山倫子さん  葉山稔明君 

      井手悠紀さん  水野節子さん 

      堀尾賢志君   小林綾乃さん 

      尾方 央さん  馴田裕紀さん 
 
   人吉中央ＲＣ 直前会長 堀尾健次朗 様  

      多良木ＲＣ   幹事     小林 智   様 

             人吉ローターアクト諸君９名     

             人吉ＲＣ会員家族       

 

 

 

通  算  2 6 2 5回 

2 0 1 0年 8 月 2 7 日 

第  8  回  例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 山賀勝彦委員 

   中川貴夫会長 
 

 皆さん、お久しぶりです。８

月13日（金）は、お盆の為、例

会取り止めを致しまして次の週

は、慶山RC訪問。小林清市パス

ト会長には会長の時間を務めて

戴きありがとうございました。

お陰さまで１９名と半分無事に帰ってまいり

ました。 

 さて、８月１９日 (木）～８月２２日

（日）本年度、私の方針に掲げておりました

青少年教育活動の一環であります国際交流韓

国慶山ロータリークラブへ３泊４日の第１０

次青少年交流ホームステイに行ってまいりま

した。中・高・大学生１０名、引率者１０

名、合計２０名での訪問、金尚栄（キム・サ

ンヨン）会長、朴元柱国際奉仕委員長、はじ

め、歴代パスト会長、会員の皆様・ホスト

ファミリーの歓迎を受けました。嶺南大学の

ゲストハウスにて歓迎会をして戴きまして、

慶山・日本両青少年団長の宣誓から始まり、

会長の挨拶と進んでいきました。子供たち

は、ホストファミリーのテーブルに入り緊張

している様子でしたが、身振り手振りで会話

を進め、ひと時を過ごした後、各ホームステ

イ先へ帰って行きました。 

 ２日目・３日目、天候晴れ、気温35度、慶

山市役所集合、テコンドウ体験、陶磁器絵付

け体験、金会長の味噌工場見学、スパバ

                 

清流山水花あゆの里 

                 18：30～例会 19:00～納涼祭 
        

納涼家族会 


