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令和 2 年 8 月 8 日（土）
点

鐘：槇

合

唱：「我は海の子」演奏のみ

会

員

俊徳 会 長

数

46（37）名

本日出席率

88.37％

本日出席数

38（32）名

7／18分修正出席率

89.19％

ゲスト： 飯田

信也

様（横浜泉 RC

		

川口

翔太

様（Ｒ青少年交換学生）

		

川口

秀隆

様（お父様）

		

川口

承子

様（お母様）

		

川口

博美

様（お姉様

		

宋

宜蓉

会長）

横浜南 RAC）

様（米山奨学生）

◎今週メークアップへ行った会員
８／６

◆次回（2020 年 8 月 29 日（土））例会予告◆

「ロータリーの理想と友愛」
（ポール・ハリス著 米山梅吉訳）について
蒲 隆夫

		

会員

夏の思い出

		

佐藤

８／６

第 2590 地区 RAC 提唱ロータリークラブ合同

		

会議（槇・田島・宍戸

８／６

第 5 グループ第 1 回会長・幹事会

		

各会員）

（槇・青木

８／７

各会員）

各会員）

新横浜ロータリークラブ（宮田・髙橋

≪会長報告≫

槇

各会員）

俊徳

会長

１．８月６日（木）、横浜南陵ロータリークラブの例会に、
岸副会長、青木幹事と私で、新年度のご挨拶にいっ

江間 章子

一．夏がくれば 思い出す
はるかな尾瀬 遠い空
霧のなかに うかびくる
やさしい影 野の小径
水芭蕉の花が 咲いている
夢見て咲いている 水の辺り
石楠花色に たそがれる
はるかな尾瀬 遠い空

二．夏がくれば 思い出す
はるかな尾瀬 野の旅よ
花のなかに そよそよと
ゆれゆれる 浮き島よ
水芭蕉の花が 匂っている
夢みて匂っている 水の辺り
まなこつぶれば なつかしい
はるかな尾瀬 遠い空

《合唱歌詞》演奏のみ

横浜南陵ロータリークラブ
（槇・岸・青木・宮田・川﨑・松井・髙橋・小野・

てまいりました。また、当日地区増強委員長の宮田
会員の卓話がありましたので、川﨑会員、松井会員、
髙橋会員、小野会員、佐藤会員にもご参加いただき
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ました。ありがとうございました。

れ、友達もたくさんでき、本当に楽しく生活しているこ

２．８月６日（木）、新横浜国際ホテルにて、第 5 グルー

とがうかがえました。語学に最初は苦しんでいたようで

プ第 1 回 会長・幹事会に青木幹事と私で出席してま

すが、帰国時には日本語をどう話していいか戸惑うくら

いりました。

いにスペイン語に慣れ親しんでいました。

３．同じく８月６日かながわ労働プラザにて、ローター

今日は、エクアドルでの経験や学んだことを存分に話

アクト提唱ロータリークラブ合同会議が開催されま

していただけると思いますので、みなさま楽しみにして

した。青木幹事、宍戸ローターアクト委員長、と私

いただければと思います。

で出席してまいりました。

では川口君よろしくお願いいたします。

４．ロータリー米山記念奨学生より感謝状が届いており
ますので、お渡しいたします。第 15 回メジャードナー

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

石田健二会員、第 42 回メジャードナー 蒲隆夫会員、
第４回マルチブル 萩生田義久会員、同じく宮川洋一

報告会レポート
ロータリー青少年交換学生

会員、第１回米山功労者 青木理幹事、第２回マルチ

川口

翔太

君

フルとして、私もいただきました。ご協力ありがと
うございました。

≪幹事報告≫

青木

理

幹事

１．本日例会前 11 時より 10 階にて、60 周年実行委員会
が開催されました。ご出席いただきましたみなさま
ありがとうございました。
２．本日の例会前 3 階にて、プログラム委員会が開催さ
れました。ご出席いただきました皆様ありがとうご
ざいました。
３．「日本ロータリー 100 周年」記念切手発行のお知ら

① ECUADOR とは？

せが届きましたので、本日各テーブルに、資料をお
配りいたしましたので、ご確認お願いいたします。
４．8 月財団のレートは、1 ドル

円となります。宜

しくお願いいたします。
詳細は事務局までお願いします。

・ロータリー財団委員会

では、直訳すると赤道だ。ということは、赤道に面して
いると誰もが思うようにその通りである。
（写真 P ３）
赤道に面しているのなら、紫外線が強く気温が高いイ

５．他クラブより例会変更のご案内が届いております。

≪委員会報告≫

国の名前でもあるエクアドル。スペイン語本来の意味

メージがある。しかし、そんなこともなく私の滞在して
いたキトは永遠の春のような気候であった。というのも、
エクアドルは４つの地域に分けられて、それぞれ気候が
全く違ったものであるのだ。海側から順番にガラパゴス、

萩生田

義久

委員長

コスタ（海岸）
、シエラ（アンデス山脈）
、オリエンテ（ア
マゾン）となっている。キトはシエラというアンデス山

髙橋常男会員よりご寄付頂きました。

脈沿いの地域にあり、普通の町で標高 2000 ｍを超えて

≪卓話≫

ロータリー青少年交換派遣学生
ロータリー青少年交換委員会

おり、少し登山するだけで日本の富士山よりも高い場所
となってくる。有名な都市で言うとグアヤキルやマンタ

川口 翔太君紹介
渡邊

洋子

などのコスタ地域である。

委員長
A．人口、人種

青少年交換委員長の渡邉洋子です。
本日の卓話者、川口翔太君をご紹介いたします。

エクアドルは決して大きな国ではない。イメージする

川口君は、2019-20 年度青少年交換プログラム、エク
アドル派遣学生で、本日は帰国報告をしていただきます。

と北海道より少し大きいくらいだ。人口は、2000 万人
ほどで東京の人口の丁度２倍ほどだ。

前年度青少年交換プログラムは、コロナの影響で途中

ケチュア族を知っているだろうか。かつてアンデス山

終了しました。川口君は、ぎりぎりエクアドルを出国で

脈沿いにインカ帝国を築いたエクアドル、ペルー、ボリ

き 4 月 24 日に帰国できました。

ビアに分布する民族だ。しかし、15 世紀ごろにスペイ

途中で終了したことは残念でしたが、毎月送られてく

ンによる侵略で滅亡した。

るレポートを読んでいると、ホストファミリーにも恵ま
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よって今では、目の青いスペインの血を引く人やケ

チュア族の血を引くもの、少数の黒人がいる大きく分類

ものばかりであった。

して三つの人種が分布する国だ。

次にセカンドホストファミリーについてだ。正直私は
ホストチェンジをしたくなかった。ファーストの母に何
度もしたくないとわがままを言っていた。母も私も翔太
にいてほしいといってくれていた。それくらい私が家族
を愛し愛されていたことがわかる。家族構成は、父・母・
姉・弟・妹だ。両親は、建築系の自営業をしている。姉
は私と同じように 19-20 年度の派遣生でフランスに派遣
されている。弟と妹は私と同じ学校に通っていた。やっ
ぱり最初の一か月はなかなか家族に自分からなじもうと
することができなかった。というのも前に住んでいたベ
ルギーの女の子（カミーユ）が毎日のように家に来るた
め、ほとんどその子のほうへ話が流れてしまうのだ。あ

（mitad del mundo）

る時、ほかのベルギーの女の子（リサ）からカミーユが

②ホストファミリー

毎日あなたの家に来ることは、あなたは嫌なんじゃない
の？とドンピシャなことを言われた。実をいうとこんな
こと思っているんだとリサに話すと、彼女が直接カミー
ユに話を付けてくれた。それから私も家族と話す時間が
増え、最初に抱えていた不安もなくなっていった。最終
的にはコロナで帰国と決まったとき、泣いている私を包
むようにして一緒にいてくれた。
こんなことから私は、ホストファミリーに恵まれてい
た印象が持たれる。
私は、留学に行く前・留学中・帰国後すべてにおいて
ホストファミリーには当たり外れがあるという話をちょ

（写真左セカンドホストファミリー、右ファーストホス

くちょく聞いていた。YOUTUBE にもそんなタイトル
で動画を出している人も多い。当たり外れという言葉は、

トファミリーと青少年担当委員）
エクアドルの生活で、私は二つの家族にお世話になっ

あまりよろしくないが確かにそういうものはあるかもし

た。はじめに、ファーストホストファミリーについて話

れない。食事がまともに与えられない、圧倒的に家族と

そう。家族構成は、父・母・兄・姉。妹・叔母・祖母と

の距離感を感じるなどが例として挙げられるが、これら

猫３匹だ。父はアマゾンと首都圏を交互に飛ぶパイロッ

は結局家族から愛されていないということだ。というこ

トであり、ほとんど家にはいない。母は、ガーデニング

とは、私たち留学生は愛されるような行動、言動をする

関係、兄は現在フリーターであるが、同じようにフィン

ことが必要なのだ。さすがに最初の一週間でそんなひど

ランドに交換派遣をしていた。その後、オーストラリア

いことをする家族はいないとは思う。私は、よくファー

国立大学を卒業し 25 歳という若さでロータリアンと

ストファミリーの母と旅行に行っていた。ある時、彼女

なった。私が帰る日にノルウェーにある大学院に行くこ

は私にこんなことを言ったのだ。
「今の翔太はたくさん

とが決まったそうだ。いつまでも自分のやりたいことに

笑顔があって私たち家族を愛してくれているのがとても

一心な彼は、私にとって永遠の尊敬する人だ。姉は、大

伝わるよ。最初の一か月はあんまり笑顔を見せずに怖そ

学生で医者を目指している。医者を目指している通り、

うな顔をしていたから私は翔太のことを正しく家族に迎

ものすごく頭がいい。彼女もほかのプログラムではある

えてあげることができるか心配だった」と。その時私は

が、 ド イ ツ に 留 学 し て い た そ う だ。 妹 は、 私 と 同 じ

自分の行動のおかげでこんなに家族と仲良くなれるのだ

19-20 年度の派遣生でフィンランドに派遣されている。

と深く実感した。私が留学前に掲げていた目標の一つに

母には 10 人の兄妹がいるその中でも彼女は末っ子であ

こんなことがある。それは、いつでも素直に入れる心を

り、長女である叔母と一緒に彼女たちの母を介護してい

持つことだ。私の特技？特徴？性格というのか、人の懐

る。エクアドル人はとても家族を大切にする。毎日、兄

に入るのが上手い、人に愛されやすいのだ。素直でいる

妹たちが曜日ごとに車を何時間も走らせ全国から母を介

ということがどんなことかというと優柔不断でいないこ

護するために訪れる。そんなたくさんの人がいる環境は、

とだ。例を出すとオレンジジュースとアップルジュース

スペイン語を学んでいる私にとってとてもプラスになる

どっちが飲みたいかと聞かれ、どっちでもいいと言うと
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せっかく聞いたのに愛想のない回答をされたら、聞いた

なった。

人もいい気分がしない。また、何事に対しても「わかん

アマゾン旅行では、キトから一日かけてヤス二国立公

ない」や「知らない」などという答えは絶対にしてはい

園という場所で行われた。エクアドルのアマゾンが観光

けない。自分がそれについて興味を持っているかもって

として最適らしい。この旅行で一番うれしかったことは、

いないのかはっきりとさせることを言わなければならな

ピラニアを捌いたことやカカオを見ることができたこと

い。普段の生活を見てもそんなことが多々あると思う。

ではなく、周りの留学生から僕のスペイン語力をたくさ

人に好かれる人は、自分の意見を確実に述べる人だ。結

んほめられたことだ。
「私たちフランス人は、同じラテ

局何を言いたいかというと、人に好かれる努力をしろと

ン系の言葉で多少似てたり簡単だったりしたけど、日本

いうことだ。自分にこのホストファミリーは合わない、

人のあなたが私たちのように話しているのはとても驚い

合わなかったと思い込み家族が良くないと押し付けるの

た」と。そんなことを言ってもらえたらもっと話せるよ

ではなく、自分にも問題があるはずだと考える必要があ

うになりたいと思わないわけがない。言語が通じ合って

る。ただでさえ、文化・環境が違うのに自分の好き勝手

話し合えることがこれほどに楽しい素晴らしいと感じた

に思って上手くいくはずがない。特に日本人は人に気を

のはこの旅行であった。

遣おうとしてしまうが、そんなことを考えるより素直に
いることがとにかく大切なのだ。

ガラパゴスツアーでは、この留学生活でやってみよう
と思っていた。ビデオブログを作ることができた。今ま
では言語的な問題でまだ可能な状態ではなかったが、何
としてでもガラパゴスの美しい自然をとりたいと思って
いた。その思いがあったからこそまたさらに努力するこ
とができたのだと思う。

③ ROTARY BIG TRIP
留学生での旅行は、計４回あった。はじめに、スペイ
ン語キャンプでモンピチェというリゾート地、そしてマ
ナビ州での歓迎旅行、アマゾン旅行、ガラパゴスツアー
があった。ロータリーの旅行は、どの国でも地区ごとに

④学校生活

行われているはずだが、エクアドルには第 4400 地区と

私は、エクアドルに到着して一週間後に学校に通い始

いう一つの地区しかない。そのため旅行は毎回大人数

めた。よく学校で友達を作るのは大変だと聞いていた。

だった。

アメリカでは学校自体が大きいし留学生がいることはま

スペイン語キャンプは、私がエクアドルについて丁度

れではないらしい。今は便利な世の中であって、高校生

一か月ごろに行われた。初めて会う留学生たち、バスの

留学と検索すればたくさんの共有された体験談があり、

中では今まで感じたことのない雰囲気の違い。この旅行

やはりそこでも同じようなことが書かれていた。しかし、

では、正直いつどこにいても何をしていても不安でしか

エクアドルではその予想をはるか上回りすぐにたくさん

なかった。なぜなら、日本からの留学生が私一人だけで

の友達ができた。私の通っていた学校は私立であって幼

あるからだ。周りには、巨人軍団のドイツ人のグループ

稚園から高校まである。また学校自体がとても小さく私

やフランス語が飛び交うフランスとベルギーのグルー

のいたクラスでは 15 人のクラスであった。慣れてきた

プ。みんなはじめは、いろんな国の子と話そうとするが、

ころには、幼稚園生たちが私を取り合うかのようにお昼

やはり最終的には自分の家に帰るかのように国のグルー

休みに話をたくさんしてくれる。今になってなぜこんな

プになって集まってしまう。しかし、こんなことは承知

にもみんなに早めになじむことができたかと考えると、

の上で自分からその輪を割るかのように話しかけ続けな

私の座席を先生が教室の中心においてくれたことだ。そ

ければいけない。留学生活での一番の難関はここだった

のおかげで 360 度から話しかけてもらえ、みんなの輪の

かもしれない。あんなにつらい思いをしたからか、アマ

中に入ることができたのだ。授業で一番厄介だったのは

ゾン旅行やガラパゴス諸島では、全く変わった環境に

物理だ。やはり、専門用語となると手も足も出ない。日
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本の授業のレベルと比べると簡単なほうだが、それに言
語が加わると難問へと変わってしまう。エクアドルの学
生は、あまり放課後に友達と遊ぶという習慣がない。週
末に家に集まって遊ぶのが一般的であった。学校は 14
時に終わりお昼ご飯はそのあとだ。私は、放課後たくさ
んの疲労に負けよく寝ていた。今思えば、その時間でも
う少し伸びたのかもしれなかった。学校でのイベントは
ほとんどなかった。クリスマスにキリストの歴史を劇に
して発表するものがあるくらいだ。エクアドルでは、学
校へは勉強するためだけに行くというイメージが強かっ
た。というのもみんなまじめな生徒であり、英語もすら
すらと話せるのだ。ただし、エクアドルすべての学校で

⑥エクアドルの素晴らしいところ

英語が優れているわけではない。学校ごとに第二言語が
違う学校がたくさんある。ドイツ語やフランス語など。

エクアドルの素晴らしいところは、なんと言っても自
然に溢れた地であることだ。空気はとても澄んでいて空
はこれでもかというほど青い。道には牛や馬が寝ていた
り、国鳥であるコンドルもよく見られた。野菜や果物は、
ものすごく栄養素が高くしっかりとエネルギーを感じる
ことができる。本当にジブリで見るような世界にいるよ
うにいつも感じさせてくれた。国民性も温かくまさに南
米のイメージそのものだった。私はこのエクアドルでの
生活で多くのエクアドルを吸収できたととても強く実感
している。
⑦最後に

（時間割）

私がこの留学で得たものの中でこんなものがある。そ
れは日本人としての考えにとどまるのでなく自分がアジ

⑤エクアドルで活躍する日本人

ア人でありアジアの顔を持っていること。私は、たまに

私が彼に出会ったのは、日本人学校が主催するお祭り

外を歩いているときあそこに中国人がいるぞとか目の前

だ。そこでは主に武道の公演が行われていてその傍らで

で目が細いジェスチャーをされたことがある。本来の私

屋台が開いていた。久しぶりに話す日本語に私は緊張し

だったら、それがすぐに差別されているもだと思ってい

てしまっていたがあることを思い出して話しかけてみ

た、しかし、彼らにとってそれに全く意味はなく、ただ

た。そのあることとは、私がまだ派遣候補生だったころ

のジョークに過ぎないのだ。アジア人からする考えとそ

にローテックスの方にこんなことを言われた。「エクア

れ以外の人からする考えは全く異なるものであって価値

ドルにいる日本人は何かしらのすごいことをやっている

観がちがうのだと知った。そしてまた、私はほかの町に

人だから、自分で日本人を探してお話を聞いてくるとい

住んでいるベルギーの女の子のところにパレードを見に

いよ」と。その通り彼はすごい方だった。彼の名前は、

行った際、ちょうどコロナウイルスが噂になっていた。

高橋力さん。現地ではリカルド路呼ばれていた。彼の仕

彼女は、国籍がベルギーではあるがアジアの顔を持って

事はカカオを栽培しそれを日本にチョコレートとして輸

いる。パレードという人だかりの中でアジア人がいると

出していること。エクアドルの未知のカカオを探すとと

周りが私たちを避けるようにして歩くのだ。そうなると

もに、日本にカカオのすばらしさを伝えている。また、

気分がいいわけがない。しかし、彼女は逆にラッキーと

日本で一年に一度開催されているサロンデュショコラと

いう顔で歩いているのだ。
「みんな私たちがコロナを持っ

いうコンテストで有名な方だ。そんな彼のカカオ農園を

ていると思っているから寄ってこないし、歩きやすいね」

見てみたく時間をもらって見学させてもらった。ここで

と。同じアジアの顔を持った彼女は幼いころから欧米に

一番得た情報は、世界にはこんな日本人がたくさんいる

住んでいてそんなものなんとも思わないようだった。私

ということだ。テレビで知るものとは違い現地に足を運

としては、そんな人たちがいるのに自分がそんなにくよ

んでそれを知った時のほうがやはり印象深い。このよう

くよしてはいけないと思いそこから世界観が少し変わっ

な世界各国で活躍する日本人は、日本の宝であり、誇り

たのだ。

だ。

また、価値観についてだ。マスクの例で挙げると私た
—   2   —
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ち日本人は、予防のために着けるのが一般的だ。普段か
らマスクの習慣がありコロナの感染者もほかの世界各国

た。ありがとうございました。
槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：横浜泉 RC 会

に比べると圧倒的に少ない。そこで、世界各国の首相ら

長

は、だれもが日本も膨大な犠牲者が出ると予想していた。

リー青少年交換学生、川口翔太様、卓話楽しみにして

しかし、それを日本は抑えたのだ。マスクに対しての意

おります。川口家ご一行様ようこそお越し下さいまし

識、価値がその差を生んだのだ。彼らにとって、マスク

た。米山奨学生

は病気を抱えている人が着用するものであって、予防と

飯田信也様ようこそおいで頂きました。ロータ

石田健二会員：①ベイスターズ同好会オリジナルシャツ、

いうものはない。

Good idea ！

Good timing ！！感謝です。② 88 歳、

誕生日お祝いありがとうございます。

私にとってこの留学生活は、学ぶことがたくさんあった
がその中でも世界観の幅が広がったことが大きい。またこ

宋宜蓉様ようこそ。

蒲隆夫会員：川口翔太君の帰国報告とても楽しみにして
おります。

のロータリーのプログラムだからこそファミリーであるか
らこそ、世界中に私と留学生たちのネットワークができた。

水谷透会員：川口君、本日の帰国報告宜しくお願いしま

惜しくも最後まで完全なるプログラムにならなかったが、

す。ご家族の皆様、ご出席ありがとうございます。

16-17 の都市でこうして留学できたことが絶対に将来に生

角井幸一会員：川口翔太君、帰国報告よろしくお願い致
します。

きてくるのだろうと思う。また、こんな経験ができたのも
第一に親のサポートそしてたくさんのロータリー関係者の

田島文男会員：プログラム委員長の田島です。前回の例

おかげである。人はだれかに支えられて生きていけること

会後の茶話会いかがでしたか。今後も企画したいと思

を知った。これからは、ロータリーをはじめ幅広い分野で

いますのでその時はよろしくお願いします。
松井俊彦会員：ベイスターズ頑張れ！ベイスターズ同好

自分の強みを実現していこうと思う。

会へ半返しだ！

≪今月のお祝い≫

渡邉洋子会員：①川口君、エクアドルのお話楽しみにし
ております。②入会祝い、
つぶれずに生き残ってます！
福本学会員：川口君の帰国報告楽しみにしております。
よろしくお願い致します。
佐藤一明会員：８／６横浜南陵 RC の例会に参加してき
ました。宮田地区増強委員長の熱い想いを込めた卓話
に感銘を受けました。
澤田美穂子会員：毎日暑いですが、夏バテに気を付けて
過ごしたいと思います！
井原裕一会員：本日は川口君の帰国報告、楽しみにして
おります。

《８月入会記念日》
石田

健二

1972・８・５

関野

敬博

1980・８・９

渡邉

洋子

2016・８・27

小原淳会員：①誕生祝い、
「傘」の字が見えてきました。
関野敬博会員：入会祝いを頂きました。ありがとうござ
各会員

寛昭

小原

淳

石田

健二

鈴木康昭会員：スマイルに協力して。
伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。
新堀史明会員：スマイルに協力して。
各会員

髙橋常男会員：スマイルに協力して。宜しくお願い致し
ます。
田村清会員：スマイルに協力して。

≪スマイルレポート≫
飯田信也様（横浜泉 RC

武居正則会員：スマイルに協力して。
平野忠弘会員：スマイルに協力して。

《８月誕生記念日》
髙作 義明
美松

いました。②スマイルに協力して。

会長）：横浜泉 RC の飯田信也

篠田育雄会員：スマイルに協力して。

でございます。本日はよろしくお願いいたします。川
口君、帰国報告楽しみにしております。
川口秀隆様：横浜南ロータリークラブの皆様のおかげで、
息子が貴重なエクアドル留学を無事に経験できまし
—   6   —

本日のスマイル
（今月の会報担当

29 件
青柳

隆之）

