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IAC・RAC 合同例会
「横浜南ロータリーファミリークロスプロモーション」
IAC・RAC 会員の皆様

◆次回（2019 年８月 31 日（土）
）例会予告◆

夜間例会

点鐘 18：00
《合唱歌詞》

令和元年 8 月 17 日（土）
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唱：夏の思い出
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康昭 会 長
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作詞 元京都ＲＣ

萩原 英一

前田和一郎

奉仕の理想

作曲 元東京ＲＣ

なりわい

奉仕の理想に 集いし友よ

御国に捧げん 我等の業

望むは世界の 久遠の平和

めぐる歯車 いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

◎今週メークアップへ行った会員
７／ 22 インターアクト委員会（青柳会員）
８／３

YE 受け入れ学生ホストクラブ・
ホストファミリー説明会（福本会員）

８／５

クラブ青少年奉仕委員長会議（川﨑会員）

８／８

横浜南陵ロータリークラブ（渡邉義隆会員）

８／ 16 ピースフィールドジャパン「絆プロジェクト」
（鈴木康昭・宮田・藤田・水谷・伊藤雄一郎・
川﨑・青木・田島・石田・髙作・青柳・渡邉義隆・
下村・島
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各会員）

≪会長報告≫

鈴木

康昭

会長

１．昨日 8 月 16 日に、国際奉仕委員会主催、ピースフィー

≪卓話≫

青少年交換報告会
2018-2019 ロータリー青少年交換学生 ROTEX

ルドジャパン、
「絆プロジェクト」が開催されました。

東田

水谷国際奉仕委員長をはじめ、多くの方々にご参加

啓汰

様

いただきました。皆様ありがとうございました。
２．8 月 3 日（ 土 ）
、 鶴 見 区 に あ り ま す 常 倫 寺 に て、
2019-20 年度 YE 受け入れ学生

ホストクラブ・ホ

ストファミリー説明会が開催されました。福本ロー
タリー青少年交換委員長にご出席いただきました。
ありがとうございました。
３．8 月 5 日（月）
、横浜の西口にあります、かながわ
県民センターホールにて、クラブ青少年奉仕委員長
会議が開催されました。川﨑青少年奉仕委員長にご
出席いただきました。ありがとうございました。
４．南区区民少年野球大会運営委員会より、5 月 6 日に

皆さん、こんにちは。

開催されました、「令和元年度、南区区民少年野球

2018―2019 年度にロータリー青少年交換プログラム

大会」の協賛のお礼と結果報告が届いております。

でフランスに派遣させて頂きました東田啓汰です。今回、

５．ロータリー財団より、水谷 透会員に、ポールハリ

1 年間の留学で、僕がフランスで何を学び、何を経験し

スフェローの記念バッチが届いております。ご協力

たのかを短い時間ではありますが、お話しさせて頂きた

ありがとうございます。

いと思います。

６．ロータリー米山奨学会より、この度米山功労者第

本日の主な流れを説明します。最初に、僕がどこに住

21 回メジャードナーとして小原 淳会員、第 13 回メ

んでいて、どこの高校に行っていたかなど僕のフランス

ジャードナーとして鳥山 直樹会員、第 5 回マルチ

での周辺環境をお話し、次に、1 年間の主な流れを説明

プルとして私にも感謝状が届いております。ご協力

した後、この留学で感じたことと僕の将来の夢をお話し

ありがとうございました。

したいと思います。まず、最初に、僕の周辺環境をお話

≪幹事報告≫

しします。まず、皆さんご存じだとは思いますが、僕が

藤田

伸哉

幹事

１．8 月 6 日（火）
、会員増強委員会が開催されました。

一年間滞在していたフランス共和国という国について説
明したいと思います。
フランス共和国の面積は想像しているよりも大きく、

鈴木康昭会長、宮田副会長、田島委員長、水谷、萩

64 万㎢と日本の面積の約 2 倍ほどの面積があります。ま

生田各委員と私が出席いたしました。
２．8 月 22 日（木）
、ソシア 21 にて、2019-20 年度クラ

た、フランスの人口は、6500 万人と日本の人口と比べ

ブ基盤管理セミナーが開催されます。角井 研修

ると、約半分ほどしかいないことが分かります。また、

（ロータリー情報・雑誌）委員長にご出席いただき

フランスは、広大な土地に恵まれていることから農業が
とても盛んという特徴があります。

ます。よろしくお願い致します。

次に、僕が 1 年間滞在していた場所について説明しま

３．次回例会は、IAC・RAC との合同例会となります。
会員の皆様のご出席もよろしくお願い致します。

す。僕は、日本の 2590 地区から、フランスの国際ロー

４．他クラブより例会変更のご案内が届いております。

タリー第 1760 地区に派遣されました。国際ロータリー
第 1760 地区は、フランスの南に位置し、地区内には、

詳細は事務局までお願いします。

≪委員会報告≫

・ロータリー財団委員会

フランス第二の都市であるマルセイユがあります。1760
地区があるこの地域は、プロバンスと呼ばれ、1 年間を

髙橋

常男

委員長

通して、全く雨が降らないことで知られています。また、
隣には、コートダジュールと呼ばれているリゾート地域

髙橋常男会員より寄付。

があり、世界のセレブたちがバカンスを楽しむために、
ここにやって来ます。

・米山記念奨学委員会

萩生田

義久

小野澤寿一会員よりご寄付頂きました。

委員長

こちらの写真は、1760 地区にいた留学生です。この
1760 地区には、22 人の留学生がいました。でも、その
ほとんどが南米出身の留学生です。アメリカから 6 人、
ブラジルから 3 人、アルゼンチンから 6 人、メキシコか
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ら 3 人、台湾から 2 人、チリ・ペルー・スペイン・日本・

の授業だと、英語に限られてしまいますが、フランスで

ドイツ・ロシアから各国 1 人ずつ留学生がいました。

は、地域によって異なりますが、スペイン語・イタリア

次に、僕の住んでいた町について紹介します。僕は、

語・ドイツ語を学ぶことが出来ます。僕は、スペイン語

フランスのマルセイユの近郊都市 Aubagne に 1 年間滞

を選びました。スペイン語の先生は、スペイン人で、僕

在していました。Aubagne は人口 4 万人にも満たない小

がフランス語を話せなかった時から、いつも僕を気にか

さな町です。しかし、この街は、とても福祉が充実して

けてくれました。授業中は、スペイン語の映画を見たり、

いて、この街の中を走るバス・トラムが全て無料です。

スペイン語の歌のダンスをしたりして、とても楽しく、

他の街にはない福祉サービスがあり、とても驚きました。

本当に、スペイン語の授業が大好きでした。

また、Aubagne は 2 つの大きな丘に囲まれていて、本当
に大自然に囲まれた街で、僕は 1 年間滞在していました。
次に、僕が 1 年間通っていた高校を紹介します。僕は、

次に、
僕のホストファミリーを紹介します。僕はファー
ストホストファミリーとセカンドホストファミリーの 2
つのホストファミリーにお世話になりました。最初に、

Aubagne にある私立高校の Saint Marie 高校に 1 年間

ファーストホストファミリーを紹介します。ファースト

通っていました。Saint Marie 高校は、カトリックの高

ホストファミリーは、昨年 2590 地区に、来日していた

校で、高校の中にキリスト教の礼拝堂があります。この

Camille のお宅です。Camille 家には、9 月から 12 月と 5

高校は、私立高校ですが、日本の私立高校のように、校

月から 6 月までの 6 か月間滞在していました。Camille

則のようなものはなく、とても緩い学校でした。制服も

家には、ホストファザーの Christian とホストマザーの

なく、いつも私服で登校していました。学校は、朝いつ

Isabelle とホストブラザーの Maxime がいます。

も 8 時に授業が始まり、2 時間から 3 時間のお昼休憩が

ホストファザーの Christian は、料理が得意で、左の

あり、だいたい 13 時から 17 時の間に終わります。日本

写真にあるようにピザやパエリアをいつも作ってくれま

ではありえない 2 時間の休憩時間は、僕にとって楽しみ

した。Christian は、みんなが驚くほどの破天荒な性格

の一つでした。2 時間の休憩時間には、近くの児童館で

でした。たとえば、よくも分からないデモに参加して、

友達と毎日、卓球をしていました。3 時間の休憩時間が

警察に捕まったり、勝手に 1 人で、イタリアに行ってし

ある時は、学校の近くにある友達の家のプールでよく遊

まったこともありました。
ホストマザーの Isabelle は、かなりの心配性でしたが、

んでいました。また、僕の学校は、給食がなかったので、
いつもお弁当を持っていくか、公園でケバブを食べてい

その分、僕をとても気にかけてくれてくれました。毎日

ました。皆さん、ケバブという食べ物をご存じですか？

作ってくれるご飯もとても美味しくて、第二のお母さん

ケバブは、最もポピュラーなトルコ料理の一つで、ガレッ

のような存在でした。Isabelle は泳ぐことが好きだった

トの中に、サラダ・玉ねぎ・お肉などが入った少し変わっ

ので、週末はよくビーチに行っていました。

たサンドイッチのような食べ物です。いわゆるジャンク

ホストブラザーの Maxime は、大学生なので、平日は

フードのような食べ物です。この写真にあるようなロテ

大学寮にいますが、週末は、いつも一緒に過ごしていま

イサリーと呼ばれる回転肉焼き器があるお店は、ケバブ

した。ホストブラザーの Maxime は、食事の時以外、話

を売っている店です。マルセイユは移民が多いせいか、

す機会がありませんでした。なぜなら、彼は、日本で言

ケバブのお店がたくさんあります。僕は最低でも週 2 回

うゲームオタクです。でも、ただのゲームお宅ではあり

ケバブを食べていました。僕は、ケバブが大好き過ぎて、

ません。実は、プロゲーマーにスカウトされるほどの相

ホストマザーにいつも呆れられていました。ホストマ

当の腕前を持ったお兄さんです。ファーストホストファ

ザーはフランスではなく、トルコに行っていれば、毎日

ミリーは家にいることが多く、インドアな家庭でしたが、

ケバブを食べられるのにとよく冗談を言っていました。

フランス料理をたくさん教えてもらいました。

友達とケバブを買って、近くの公園で食べる時間は、僕

次に、セカンドホストファミリーをご紹介します。ホ

の楽しみのひとつでもありました。フランスはとても物

ストファザーの Eds とホストマザーの Nadine と僕の 3

価が高いのですが、ケバブはポテトとドリンクのセット

人でした。ホストファザーの Eds は、フランス語を話す

で、5 ユーロ（日本円で 600 円ほど）で買うことが出来

ことが出来ないアメリカ人です。Eds と話すときは、フ

ました。ロータリーから毎月頂いている 80 ユーロは、

ランス語が使えないので、いつも英語で話していました。

ほとんど食費として、僕のお腹の中に吸い込まれて行き

僕は、ずっと Eds はフランス人だと思っていました。で

ました。

も、Eds に初めて話しかけられた言葉が「Hi !Japanese

これが僕のクラスの時間割です。科目としては、フラ

boy!」で、その瞬間、僕は、フランス人は、こんなに英

ンス語・英語・数学・歴史・科学・生物・スペイン語・

語が上手いのかと驚いてしまいましたが、
Eds は僕に「僕

体育・宗教の授業がありました。特に、僕が好きだった

は実はアメリカ人だ」と言われ、納得しました。Eds は、

のが、スペイン語の授業です。日本の学校では、外国語

フランスに 10 年間以上住んでいますが、フランス語を
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話すことが出来ません。僕は、Eds になぜフランス語を

カ月間、ずっとこのランニングクラブに通い続けました。

学 ぼ う と し な い の か と 聞 い た ら、Eds は「I have

ランニングは言語が必要なく、フランス語が全く話せな

nopressure, everybody want to speak English when

かった時も、とても楽しく活動していました。フランス

they speak with me , so I don’ t have to speak French

語が分からず、学校が退屈であった時の僕にとっては、

」私には、何のプレッシャーもないの。みんな私と喋る

ランニングクラブに行くことは本当に大きな楽しみでし

時は、英語をしゃべりたがるの。だから、フランス語は

た。また、陸上というものは、僕の中では本当にかけが

必要ないと答えました。そういう考え方もあるのかと感

えのない存在になりました。中学 1 年生から陸上部に入

心していました。でも、実は、Eds は 77 歳のお爺さん

り、陸上競技を本格的に始めました。1 秒・0.1 秒を縮め

です。Eds は退職していて、いつも家にいるので、ファー

る難しさは、他のどのスポーツにも劣らない難しさです。

ストホストファミリーの家で一人になることが多かった

僕は、部活できついメニューをやっていくうちに、肉体

僕は、Eds がずっと家にいてくれて、本当に嬉しかった

的にも、精神的にも本当に強くなりました。フランスで

です。

も、ランニングクラブに入ることが出来て本当に良かっ

次に、ホストマザーの Nadine を紹介します。ホスト
マザーの Nadine は、Eds と違い、普通のフランス人です。

たです。帰国後の今も、もといた学校の陸上部に戻り、
活動をしています。

Nadine は、本当によく喋るおしゃべりホストマザーでし

毎週水曜日は屋内の体育館で、毎週土曜日は屋外の丘

た。Nadine は、若い頃、アメリカに 1 年間留学していた

で週 2 回、僕はボルダリングクラブに行っていました。

ので、とても流暢な英語を話します。また、留学経験が

皆さん、ボルダリングというスポーツをご存じでしょう

あるので、僕の気持ちを本当によく分かってくれます。

か？ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの新

僕が 1 人でいるといつも話しかけてくれたり、スーパー

種目に決まった比較的新しい話題のスポーツです。僕は、

で日本のお菓子を買ってきてくれたりして、本当に心強

ずっと前からボルダリングに興味があり、やってみたい

かったです。また、Nadine は、朝全く起きられないこと

と思っていました。9 月からランニングクラブに入りま

や物忘れが多いことなど、僕の性格にそっくりで、いつ

したが、それでも放課後は暇で、週末も暇だったので、

も Eds が僕らに対して、呆れていました。また、Nadine

ずっと新しいスポーツを探していました。友達に聞いて、

は僕と同じくアウトドアなので、Nadine と Eds は本当

ホストマザーに相談するうちに、ボルダリングがフラン

にたくさんの場所に連れて行ってくれました。一番の思

スで有名だということを知りました。少し費用はかかる

い出は、誕生日プレゼントとして、モナコに連れて行っ

ものの挑戦してみようと決めました。用具や靴を買い揃

てもらったこととカンヌ映画祭に行ったことです。

え、いざクラブに行ってみると、角度のある障害物をス

次に、僕が放課後参加していたクラブを紹介します。

タスタと登っていく人の姿が目に入りました。初心者の

僕は、ランニングクラブとボルダリングクラブに参加し

僕には、到底できるものではありませんでした。クラブ

ていました。こちらの写真は、ランニングクラブの仲間

メイトに聞いてみると、クライミング歴 7 ～ 8 年以上の

たちです。月・水・木曜日の週 3 回、夜 6 時から 8 時ま

人がほとんどで、最低でもクライミング歴 3 年の人たち

での 2 時間の間、長距離の部に所属していました。長距

ばかりでした。クライミング歴 1 日の僕とは比べ物にな

離の部には、中学生から 40 代のおじさんまでの幅広い

らないほどレベルが違いました。でも、やると決めた僕

年齢層の人が所属していました。僕の 1 番の思い出は、

は、最初は、命綱の付け方や用具の使い方から、毎回必

１回目の練習で、全くフランス語が分からない時に、コー

死でクライミングのやり方を覚えていきました。練習の

チにフランス語とコーチのカタコトの英語で「3000 メー

度に、腕や腰の筋肉痛に悩まされる毎日でした。でも、

トルのタイムトライアルだ !」と言われ、それを僕が 300

日が経つにつれて、簡単に登れるようになってきて、ク

メートルのタイムトライアルだと勘違いし、クラブメイ

ライミングするのが楽しくなっていきました。この動画

トに爆笑されたことです。タイムトライアルとは、簡単

はボルダリングを始めて約 3 カ月経って、初めて 90 度

に言うと全力疾走のようなものです。僕は、300m 超ダッ

のキューブの障害物を登れた時の動画です。最後の部分

シュして、止まったところ、「ケイタ！何やっているん

は、消えてしまったため、途中までしか取れていません

だ！後 2700 メートル残っているぞ！」とコーチに言わ

が、ご覧ください。

れ、そこでようやくこの練習が 3000m のタイムトライ

このように、僕は、ランニング・クライミング共にスポー

アルだということに気づきました。心の底から恥ずかし

ツを通して、フランス語を学び、学校以外の友達も沢山

かったです。コーチの英語が間違っていたのか、僕がフ

できました。本当にスポーツに助けられた 1 年でした。

ランス語の 3000m を 300m と聞き間違えたのかは覚え

次に、フランスでの 1 年間の主な流れを説明します。

ていませんが、
どちらにしろ、グループの中で、1 位でゴー

僕は、8 月 28 日に、フランスに到着しました。マルセ

ルできたので良かったです。僕は、フランスにいた 10

イユ空港に無事着き、僕のホストファミリーやロータリ
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アンの方々に、温かく迎えられて、本当に安心したのを

の大切さです。日本では、他人を思いやり、自分のこと

覚えています。

よりも他人を優先するのが日本ですが、フランスでは、

９月に入り、学校が始まり、全くフランス語が分から

自分のことを 1 番に考え、自分の思ったことをストレー

ない生活が始まりました。また、９月の２週目に、第一

トに言うことが大事にされます。ところで、皆さん、フ

回目のロータリーキャンプがあり、1760 地区に来た全

ランスのテレビの討論会を見たことはありますでしょう

員の留学生と初めて会うことが出来ました。

か？僕の感想ですが、フランスのテレビの討論会は、本

10 月に入り、第２回目のロータリーキャンプがあり

当に支離滅裂です。自分の言いたいことを言わないと気

ました。今回のロータリーキャンプは、マルセイユから

が済まなく、みんなが一斉に話すので、はっきり言って

電車で 6 時間かけて、アルプスの街、Briancon に行き

誰が何を言っているのか理解できず、番組として成立し

ました。ここでは、他の地区の留学生とも会うことが出

ていません。フランスの友達と話していても、物事をか

来ました。

なりストレートに言ってくる印象があります。時には、

12 月に、クリスマスパーティーがありました。この

心に刺さるような言葉を言われたこともありました。で

クリスマスパーティーは、僕のホストファザーの元妻の

も、無駄な遠慮のようなものがなく、友達やホストファ

家で行われました。僕としては、とても驚きましたが、

ミリーはいつもはっきりと物事を言ってくれるので、気

離婚が多いフランスだからこその文化なのかなと思いま

を使うことなく、コミュニケーションを取ることが出来

した。

ました。しかし、日本では他人を優先するあまり、自分

1 月には、2 泊 3 日のロータリーのスキーキャンプが

の言いたいことを言うことが苦手な人が多いように思い

ありました。Balcelona という街で、スキーをして、犬

ます。僕は、日本に帰ってきて、久しぶりに学校に登校

ゾリの体験もさせて頂きました。この写真は、犬ゾリを

し、友達と話したとき、友達に「お前、なんでキレてる

した時の写真です。

の ?」とか「なんかお前怖いよ」と言われました。また、

そして、１月４日に横浜南ロータリークラブの岸さん

担任の先生にも「お前は、自己主張が多すぎる、もっと

がはるばる日本からフランスのマルセイユに来て下さい

静かにしなさい」と怒られました。僕は、お母さんにも、

ました。僕のセカンドホストファミリーと一緒に、マル

自分の思ったことを全て口に出さないことと叱られまし

セイユで 1 番のレストランに行き、日本語と英語とフラ

た。その時、僕はなぜ自分の思ったことや感じたことを

ンス語を交えながら、楽しく食事をしました。

言ってはならないのかと疑問に思いました。僕はフラン

２月には、ロータリーのパリ・バルセロナツアーがあ

スで自分の思ったことや感じたことを相手がそれをどう

りました。フランスの 4 地区の留学生、総勢 50 人ほど

思うのかなどは考えずに、要するに遠慮を全くせず、ホ

の留学生が 7 泊 8 日の旅行に参加しました。パリからス

ストファミリーや友達に言っていました。また、僕のホ

タートし、シャンボール城・トゥルーズ・スペインのバ

ストファミリーや友達も僕に対して、遠慮を全くせずに、

ルセロナを観光しました。

話していたと思います。でも、
日本では、
違いました。帰っ

３月には、待ちに待った僕の誕生日がやって来ました。

てきた当初は、なぜなのかと疑問に思っていましたが、

今回の誕生日で、僕は 16 歳になりました。セカンドホ

日が経つにつれ、段々、日本の文化に慣れていきました。

ストファミリーが僕の誕生日パーティーを企画してくれ

確かに、日本人は、その場の空気を読んで行動して、無

て、ファーストホストファミリーと僕のホストクラブの

駄な遠慮や気遣いをしているのかもしれません。それで

Aubagne ロータリークラブの方々も駆けつけてくれま

も、日本人の持っている和の心は、日本人だけが持って

した。僕の注文しておいたイチゴの大きなケーキが出て

いる素晴らしい生き方であることには間違いありませ

きて、とても幸せでした。

ん。改めて僕は、日本人の生き方を誇りにもちました。

4 月には、2 週間に渡るヨーロッパツアーがありまし

ぼくはこの 1 年間で本当に貴重な体験をさせて頂きま

た。この旅行もパリからスタートし、ドイツ・チェコ・オー

した。でも、僕にとっては、楽しかったことよりも辛かっ

ストリア・イタリア・スイスの 6 か国を観光しました。

たことの方が多かったかもしれません。僕は、到着して

本当に、貴重な経験をさせてもらいました。

間もないころは、本当に言語の壁で苦しみました。僕が

そして最終月の 6 月、9 月から 9 カ月通い続けた高校
に別れを告げました。

初めてフランスの学校に登校した 9 月 3 日のことは、忘
れることはできません。その日は、学校の正門でホスト

そして、最後の 1 週間に僕の家族が来仏しました。こ
の写真は、最後の晩餐の写真です。

ファザーと別れ、自分がどこに行けばいいのか、そして、
自分が一体どこにいるかさえも分からず、とても不安で

僕がこの 10 カ月の間、ホストファミリーや友達と過

した。周りから聞こえてくるのは、全く分からないフラ

ごす中で、色々な観点から日本とフランスの違いを感じ

ンス語、心の中の不安は、増すばかりでした。まず、職

ました。その中で、僕が１番強く感じたのが「自己主張」

員室に行けば、何とかなるだろうと思い、職員室に行こ

— 45 —

うと思いましたが、まず、職員室がどこにあるのかがわ

から、僕はボキャブラリー不足を日々感じるようになり、

かりません。近くにいた生徒に職員室はどこにあるのか

たくさんのテキストや単語集を母に送ってもらい、無我

と英語で聞き、やっと職員室にたどり着いても、誰一人

夢中で勉強しました。

日本人の留学生が来ることを知りませんでした。知らな

このように、たくさんの楽しい思い出の裏には、本当

いと言われ、追い返された僕は、校長室に行くことにし

にたくさんの辛い経験がありました。この辛いことを乗

ました。行ってみると、校長先生らしき人が出てきて、
「君

り越えた僕は、達成したという誇りとともに、胸を張っ

がケイタか！」と温かく迎えられました。その時、僕の

て日本に帰国することが出来ました。このような素晴ら

心の中の不安が一気に吹き飛びました。校長先生が僕の

しい経験が出来たのも、ロータリーの皆様のおかげです。

入るクラスに案内してくれました。しかし、ここで思わ

僕はこのロータリーの青少年交換プログラムを通して、

ぬ展開が待っていました。校長先生が僕を紹介してくれ

フランスに留学することが出来、本当に良かったと思っ

た時のクラスメイトは、あなたに興味がありませんと言

ています。実は、僕の学校には、1 年間語学留学を目的

わんばかりの表情でした。案の定、誰も僕に話しかけて

としたカナダに留学するプログラムがありました。でも、

来ようとせず、
僕が話しかけても「ん」とか「え」といっ

その留学プログラムは、あくまでも英語習得を目的とし

た反応で、僕の不安はますばかりでした。結局、その日

たプログラムでした。当初、僕は、その学校のプログラ

は、2 言ぐらいしか話すことが出来ず、学校が終わりま

ムで留学しようと思っていました。でも、
学校のインター

した。次の日、僕はとりあえずクラス全員と話そうと思

アクトや母からの勧めもあり、ロータリーの青少年交換

い、
片端から声をかけました。話しかけていくうちに、
「僕

留学プログラムの試験を受けました。見事、試験に合格

は、漫画が大好きだ！」とか「僕は、柔道をやっている

し、フランスに留学することが決まりました。学校の先

んだ！」というように多くのクラスメイトが僕に話しか

生や友達からはなぜ英語圏ではないフランスに留学する

けてくれるようになりました。3 日目から本当に学校に

のかとよく言われました。でも、この留学プログラムを

行くのが楽しくなりました。

通して、たくさんの人と出会い、たくさんの友達ができ

僕は、とにかく早く友達とたくさん話がしたいという

ました。ここまで、色々な国の留学生と友達になれて、

気持ちが大きく、でもどうやって言葉を身につけていい

成長できる留学プログラムは他に無いと思います。

か分からず、地団駄を踏んでいた最初の 2 か月。何度も

これからも、このプログラムが永遠につづき、将来を担

何度も友達に同じことを聞き、それに対して、「啓汰こ

う若者たちが、世界の架け橋となり、平和が続くことを

の単語は女性名詞だよ !」、「そんな使い方はしないよ。
」

願っています。

と何度も指摘された毎日。特に、僕のフランス語の発音

そして、僕は小さいころから持っている大きな夢があ

はおかしいほど悪かったようで、1 単語 1 単語話すたび

ります。それは、世界最大の国際機関である国際連合、

に、発音がおかしすぎると笑われました。でも、そんな

国連で働くことです。今、世界中で、宗教間・民族間で

友達がいたおかげで、少しずつみんなの会話に入れ、楽

の対立が多く起きています。また、地球温暖化や大気汚

しくなってきたころ、突如、急性胃腸炎がぼくに襲い掛

染など、たくさんの問題が山積みです。我が国、日本で

かりました。唯一の楽しみだった学校にいけず、3 週間

も、74 年前に、悲惨な戦争がありました。僕は、まだ

寝たきりだった 12 月。やっと体調が治ったクリスマス

16 年間しか生きていません。でも、たくさんの人命を

の前日、久々に行けた学校では、みんながぼくの病気を

奪い、たくさんの人を傷つけたあの戦争は 2 度としては

心配してくれていたことを知り、とても嬉しかった思い

ならないことは知っています。これからの社会を背負う

出。そして、12 月末、病み上がりの状態でのホストチェ

のは、僕の祖父母の世代でもなく、親たちの世代でもあ

ンジ。フランス家庭の雰囲気からいきなりアメリカンな

りません。これからの社会を担うのは、僕たち 10 代の

家庭の雰囲気に。ホストファザーと話すときは、英語で

世代だと思います。だからこそ、あの悲惨な戦争をまた

話し、ホストマザーと話すときは、フランス語で話して

やろうとしたり、プラスチックごみや環境汚染でこれほ

いたので、最初のころは、頭の中で、英語とフランス語

ど地球温暖化が進んでいるのにも関わらず、何もしよう

が、毎日混乱していたのを覚えています。でも、なぜか

としない大人たちに対して、僕は本当に怒りを感じます。

毎日が楽しく、とても充実した日々を過ごしていました。

しかし、この大きな問題には、様々な国がたくさんの事

しかし、2 月、留学の折り返し地点にきて、ぼくはこの

情を持っていて、解決が難しいことは事実です。僕に何

ままでいいのか？もっとたくさんのものを得なければい

かできることはないのか、そう考えた時に、国連という

けないとなぜか焦っていた自分がいました。友達と難な

ワードが頭の中に浮かびました。国連で働けば、環境問

く会話できるようになりましたが、オブラートに包まず

題の解決や難民問題に少しでも協力できると思いまし

ストレートに答えてくる友達になにも言い返せず、くや

た。しかし、国連に入ること、そして、国連で働くこと

しかったことは今でも頭に焼き付いています。このころ

は正直かなり難しく、ハードルが高いと思います。でも、
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フランスで辛い経験をし、それを乗り越えた僕であれば、
必ず絶対に国連に入ることが出来ると思います。僕は、

≪スマイルレポート≫
栁沼芳光様（第５G ガバナー補佐）
：皆さんこんにちは、

自分自身を信じています。国連の共通言語であるフラン

本日は残暑見舞の挨拶と、宮田地区拡大・増強委員長

ス語を大学でも、勉強し、大学院で修士号を取って、必

の会員拡大に皆様のご協力をお願いしに参りました。

ず国連に入ります。そして、将来、僕はこのプログラム

大変でしょうけどよろしくお願いします。

で培った経験をもとに、世界の平和のために、国連で働

久米真浩様（新横浜 RC）
：日頃より横浜南 RC の皆様に

けるよう努力していきます。改めて、僕を推薦してくだ
さった横浜南ロータリークラブの皆様に感謝の気持ちを

はお世話になります。本日はよろしくお願い致します。
山戸伸孝様（新横浜 RC）
：本日、勉強会のため、横浜南

込めて、お礼を申し上げたいと思います。

RC さんの例会に参加させて頂きました。青少年交換

本当にありがとうございました。

≪ご挨拶≫

でいつも水谷さん、伊藤さん、福本さんにお世話になっ
ております。

2019-20 ロータリー青少年交換学生
川口

翔太

様

佐藤一明様（ゲスト）
鈴木康昭会長・宮田彰久副会長・藤田伸哉幹事：昨日の
絆プロジェクト参加の会員の皆様、お疲れ様でした。
橋本先生、今年も素晴らしい企画ありがとうございま
した。第５グループガバナー補佐

栁沼芳光様、よう

こそおいでくださいました。ROTEX 東田啓汰様、ご
両親様、本日の報告宜しくお願いします。川口翔太様、
博美様、ご両親様、ようこそおいでくださいました。
佐藤一明様、ようこそおいでくださいました。入会を
お待ちしております。
石田健二会員：①絆プロジェクト in 小菅に参加！パレ
スティナ、イスラエルの学生達とも交流出来て楽しい
１日でした。② 47 年目の入会記念品を頂きました。

出発のご挨拶にいらっしゃいました。

③ 87 回目の誕生日のお祝いを頂きました。

≪今月のお祝い≫

秋山豊会員：佐藤一明様、本日はお暑い中お越し下さり
ありがとうございました。
平野忠弘会員：佐藤一明さん、ようこそ！！
武居正則会員：青少年交換学生、東田啓汰さん、フラン
スの報告楽しみです。
萩生田義久会員：佐藤一明様、ようこそいらっしゃいま
した。小菅村参加の皆様お世話様でした。
水谷透会員：昨日は、山梨県小菅村絆プロジェクトに多
数の会員の皆様、ご家族の皆様のご参加ありがとうご
ざいました。東田君、青少年交換報告、宜しくお願い
致します。川口君エクアドルへいってらっしゃい。
田島文男会員：会長、昨日は運転ありがとうございまし

《８月入会記念日》

た。

石田

健二

1972・８・５

関野

敬博

1980・８・９

岸厚子会員：①昨日小菅村に参加の皆様お疲れ様でした。

種市

誠

2006・８・26

昨夜は、夜の国際奉仕委員会だけ参加しました。②東

渡邉

洋子

2016・８・27

田様ファミリー、川口様ファミリー、今日は例会出席

武内

俊郎

1985・８・31

ありがとうございます。

各会員

伊藤雄一郎様：絆プロジェクト参加の皆様、昨日はお疲
れ様でした。東田君、本日の帰国報告スピーチ楽しみ

《８月誕生記念日》
髙作 義明
美松

寛昭

小原

淳

石田

健二

にしてます！
角井幸一会員：東田啓汰さん、青少年交換報告会よろし
くお願い致します。
各会員

島太郎会員：国際奉仕委員長の水谷さん、昨日はお疲れ
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様でした。参加された皆様お疲れ様でした。妻も娘も

宍戸留美会員：スマイルに協力して。

昨夜はぐっすり眠れたようで、今日は早速ダンスス

髙橋常男会員：スマイルに協力して。

クールに行きました。

小野哲会員：スマイルに協力して。

関野敬博会員：入会祝いを頂きました。

福本学会員：スマイルに協力して。

小原淳会員：誕生祝い、お祝いのキャップは既にいただ
いてました。脱帽。

本日のスマイル

34 件

髙作義明会員：誕生のお祝い、ありがとうございます。
種市誠会員：入会祝い。

（今月の会報担当

田島

文男）

渡邉洋子会員：入会祝い。
槇俊徳会員：スマイルに協力して。

◎スマイルリクエスト

松井俊彦会員：スマイルに協力して。

髙作

２０１９年９月
週

日

テーマ

1

7

振替休会
（９／８ゆかたミーティング）

2

14

歌のしずく～日常から一時
離れた歌の世界

3

21

祝日休会

4

28

南区の区政運営について

義明

会員 「空港」

例会プログラム予定表
スピーカー

紹介者

備考

美松会員

３階

新堀会員

２階

ひととき

— 国際奉仕委員会主催

歌手

南区長

有希乃路央

松山

弘子

様

様

ピースフィールドジャパン —

８月１６日（金）に、
「絆プロジェクト」が開催されました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。 国際奉仕委員長 水谷 透

— 8 —

