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2016-2017年度 久保田 勲会長

みなさんこんにちは。本日で40回目の例会にご参加いただきありが
とうございます。まずは地区研修・協議会で4月20日の事前準備から
21日の本会議まで多くの会員の皆様のご協力をもちまして上尾ロータ
リークラブがホストクラブとしての役割を果たせた事に感謝を申し上
げたいと思います。ＧＷを挟みましたので例会場での久々の例会にな
りますがよろしくお願いいたします。
ＧＷについてある番組の中で最も祝日が多い国はどこかということ
を紹介していましたがネパールがいちばん多いようですね。ちなみに
紹介されていた国と祝日数は、アメリカ10日／イギリス9日／スペイン
11日／ネパール少なくとも30日／フランス11日／イタリア13日／ノ
ルウェー12日／日本16日ということで、日本は国民の祝日が多いとい
えそうなのは意外でしたね。でも実際のイメージではイタリアやフラ
ンス・アメリカなど多くの国の方が日本よりはるかに多くの休暇を楽
しんでいるようなイメージがありますね。世界の休暇日数（土日を除
いた休日〜有給休暇の取得日数含む〜の合計）ランキングでは日本は
20位だそうで、一年を通じての休暇日数は、日本では26日間となって
いますが世界の休暇日数ランキングでは１.ロシア（40日）／２.イタリ
ア、スウェーデン（36日）／４.フィンランド、フランス、ノルウェー、
ブラジル（35日）／８.デンマーク、スペイン（34日）／10.コロンビ
ア（33日）／20.日本（26日）／25.アメリカ（20日）となっているみ
たいですね。
ＧＷということもあり、皆さんは海外旅行や国内旅行を満喫された
かと思いますが、私の会社は全可動していましたので、基本は仕事と
いうことで、スポット的に家族サービスも含め過ごさせていただきま
した。ＧＷをはじめ国民の祝日が多い、少ないと論じるより会社の有
給休暇を含めてどれくらい休暇日数を含めてどれくらい休暇日数があ
るかが今の若い世代には重要なポイントですね。私たちの会社では気
兼ねなく100％有給休暇を取得できるような職場環境にしていただくの
も大事ですが、いつでも有給を計画的に取得できるような効率的な仕
事のやり方を実践できるようにスキルアップしていくことも大事なの
ではないでしょうか。本日もよろしくお願いいたします。
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◆５月のロータリーレー
トは１ドル＝１１０円です。
◆地区の青少年奉仕部門
による
「青少年フェスタ」が
5月28日（日）10〜15時、
越谷レイクタウンでインタ
ーアクト、ローターアクト、青少年交換、RYLAの学生の
皆様によって開催されます。お時間がある方はお出かけ
ください。
◆地区青少年交換委員会から、2018年夏から１年間、
海外に交換留学に行っていただく派遣高校生の募集の
ご案内がきております。応募時点で15〜17歳の高１・
高２の皆さんで、20名を募集します。お知り合いの方が
いらしたらぜひご応募をお願いいたします。
◆『あぴお５月号』の「ロータリーの窓」に当クラブが掲
載されています。

委員長報告
地区研修・協議会

島村

健実行委員長

先月、2017年地区研修・
協議会が開催され、4月20
日・21日、多くの皆様にご
協力いただき無事に終了
することができました。両日
とも懇親会まで盛り上がり、
大会が無事に開催されましたことを感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
浦和東ロータリークラブ 小池 洋士様
今年度地区 地域社会奉仕委員会 次年度奉仕プロジェクト常任委員長
浦和東ＲＣからお邪魔し
ております小池と申します。
日頃は社会奉仕部門で大
塚崇行先輩にお世話にな
っておりますが、本日は、次
年度、クラブの国際奉仕を
するように言われたので、次年度地区国際奉仕部門の
大木委員長に教えを請いにお訪ねしました。
どうぞよろ
しくお願いいたします。
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インターアクト訪韓派遣研修報告

上尾高校 インターアクト同好会 顧問 鈴木由美子先生
皆さんこんにちは。本日はお招きいただきありが
とうございました。２名を韓国に派遣させていただ
きましたのでご報告にお訪ねいたしました。福島と
長谷川の報告を聞いていただければと思います。よ
ろしくお願いいたします。
上尾高校 インターアクト同好会 会長 福島さん
私たちは3月25日から
30日までの6日間、韓国研
修に行ってきました。5泊6
日の韓国派遣研修を通し
てたくさんのことを学び、た
くさんの思い出をつくるこ
とができました。私は機会に恵まれて、去年に引き続き２
回目、今年も参加することができとても嬉しかったです。
韓国のホームステイ先はソウルで、ホストファミリーは
キムさんでした。お父さんはアニャンロータリークラブの
会長で弁護士をしています。面白くて楽しくて、写真を撮
るのが大好きです。静かだけど韓国のことをたくさん教
えてくれたり、食べきれないほどの料理を盛ってくれたり
と、
とても優しい人っでした。お母さんは日本の漫画やア
ニメに興味をもっていて、日本語と英語が話せました。
おじいさんはお店を経営しています。おばあさんは体が
弱くあまり外食できないそうですが、ハルモにニ特製の
栄養ドリンクや、バランスのとれた料理をたくさん作って
くれました。
１日目、羽田空港からフライトして昼過ぎに金浦空港
に到着しました。夕方、軍浦文化センターに移動して、韓
国のローターアクトの方々と歓迎式典をしました。ホスト
ファミリーと対面しそのまま家に向かいました。私たちの
ホストファミリーだけがソウルに住んでいたようで車で
の移動に時間がかかりましたが、お父さんがたくさん話
しかけてくれました。
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２日目、朝起きて近所のパン屋に行ってパンを買い、
コンビニでコーヒーを買ってもらいました。お父さんの
友達が経営しているレストランに行き、その後、交流会
に参加しました。交流会では昨年知り合った友達や、
２
月の日本研修で知り合った子などたくさんの友達に会
えました。私たちは日本文化や日本の遊びを韓国語で
紹介したり、K-POPのダンスをしました。日本文化では
けん玉やお手玉を紹介してプレゼントしました。会場中
の人たちが欲しがってくれたので驚きました。K-POPの
ダンスでは６曲を踊り、人数が減るなどトラブルがあっ
たけど楽しかったです。韓国からはK-POPのダンスやテ
コンドーを披露してもらいました。その後、日本と韓国の
生徒同士で交流をしました。新しい友達もたくさんでき
ました。
３日目は訪韓団みんなで遊園地エバーランドに行き
ました。天気予報では雨だったのでレインコートをもら
いましたが、雨は降らず、
レインコートはスプラッシュマ
ウンテンのようなアトラクションで使いました。帰りには
お父さんの仕事が残っていて事務所に行きました。お父
さんは真剣にお仕事をしてかっこよかったです。私も椅
子に座らせていただきましたがものすごく緊張して固ま
ってしまいました。その後、検察庁や裁判所も案内してく
れました。
４日目はホストファミリーと一緒に明洞やソウルに行
きました。明洞は観光で来た日本人が多く、私も姉への
お土産をたくさん買いました。昼食後、歴史あるボンウン
サというお寺に行き、その後、私の好きなアイドルの事務
所に行きました。公式グッズを売っていたり動画が流れ
ていて幸せな時間を過ごしました。お母さんがチケット
を買っていて、
ライブビューイングも見る事ができました。
５日目は午前中に観光して、その後、学校訪問で水原
にある三一商業高校に行きました。
ここでは訪韓生１人
に対して韓国１人のパートナーがつき、一緒に給食を食
べたり、昼休みを過ごしたり、
ビンゴ大会をしました。訪
問した学校が去年と同じだったので知っている人が何
人かいて、会えて嬉しかったです。学校訪問後、お父さ
んの事務所で勉強し、家族で夕食をしてからソウルタワ
ーに行きました。
ソウルタワーは天気によってライトの色
が変わります。
この日は晴れていたので緑でした。
またソ
ウルタワーは韓流ドラマの「星から来たあなた」の撮影
地で、
ドラマ関連のものがたくさんありました。展望台か
らはソウルの街並みが綺麗に見えました。
６日目の最終日は朝からラーメンを作ってもらいまし
た。日本のラーメンより少し辛かったです。食後、おじい

さんとお母さんと一緒に送迎式が行われる軍浦文化セ
ンターに行きました。ロータリークラブの方も２人、見送
りにきてくれました。お別れする時に「また来てね」
「いつ
でも連絡してね」
と最後まで優しくしてもらいすごく嬉し
かったです。
今回の韓国研修は韓国人の友達だけでなく、一緒に
行った友達とも仲良くなれて交友関係が広がりました。
帰国後も友達、お父さん、お母さん、ロータリーの方と毎
日のように連絡をとっています。
これからも連絡をとりあ
って、韓国に行く時や、日本に来た時に会いたいと思い
ます。私が韓国研修に参加できたのは皆さんのおかげ
です。本当にありがとうござました。
この韓国研修での出
会いを無駄にせず、
これからの人生に役立てたいと思い
ます。
長谷川さん

５泊６日の韓国研修は
初めての経験ばかりでとて
も貴重な時間を過ごすこと
ができました。
１日目はホス
トファミリーと一緒に市場
のようなお店に買い物に行
き、夕食の買い物をしました。豚の頭だけが置いてある
お店やキムチだけが置いてあるお店など、びっくりする
ようなことばかりでした。その日の夕食はしゃぶしゃぶで
した。食後、ホストファミリーのお姉さん、知り合いの方、
その家にホームステイしている女の子と一緒にサーティ
ーワンを食べに行きました。
２日目の朝、朝食を作るお
手伝いをしました。考えられないくらい大量のトウガラシ
を使っていて、辛い食べ物ばかりでびっくりしました。そ
の日は交流会がありました。交流会で私は合唱やピアノ
の演奏をしました。練習が大変でしたが、
しっかりやり
遂げられ良かったと思いました。
また2月に私の家に泊
まりに来た韓国人の女の子ともお話しができました。少
ししか時間がありませんでしたが久々の再開で嬉しか
ったです。夜はいくつかのホームステイ先の各国の方と
一緒に焼き肉に行きました。カラオケもして、日本の曲が
たくさん登録され、採点が甘くてびっくりしました。
３日
目はエバーランドに行きました。
４日目は自由行動でし
た。
５日目は学校訪問でとても楽しかったです。今回の
韓国研修は私にとって初めての海外生活で少し不安で
したが、韓国の人がとても優しくとても貴重な体験がで
きたと思うので、
これからもまた韓国で知り合った友人
に会いに韓国に行きたいと思います。ありがとうござい
ました。

インターアクト同好会さん、報告ありがとうございました。

スマイル
小池洋士様（浦和東RC）／久保田会長／藤村副会長／
樋口幹事／武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／
村岡会員／萩原会員／尾花会員／大木会員／細野会員
／大塚崇行会員／島村会員（２口）／齋藤博重会員／
関口会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／春日会員／芳賀会員
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12

出席数
26
（％） 68.42

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

米山記念奨学生入学式

2017. 5. 13 於：ラフレさいたま
当クラブがお世話することになった鄭 維嘉（てい ゆいか）さんの入学式が催されました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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