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   ロータリー：変化をもたらす 

17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ 

6 月 越前大野城①   新井 典仁 

高山西ロータリークラブ 

お祝い・ＡＧ訪問・交換学生報告

＜会長の時間＞ 

5 月 25 日に地区の会員増強セミナ

ーに参加してまいりました。鴻野幹事、

大村増強委員長そして中林さんと 4
名で参加して参りました。セミナーの

特徴的なことは女性会員の入会とい

う話が多く語られました。10 数名の女性会員がロータリーに入っ

てよかったことを発言されました。発言者うち2名が今期のクラブ

会長を務めておられました。三重県が岐阜県より大幅に女性の入会

が進んでいる話もでました。 
さて今日は卓球の国際連盟のお話をしたいと思います。 
先月行われた世界選手権で女子の韓国と北朝鮮が統一チームを

作り、準決勝で日本と対戦しました。後出し、ジャケンみたいなも

ので政治の介入と随分批判されました。1991 年の世界選手権でも

統一コリアチームで参加しましたが、この時は随分と前から統一チ

ーム作りの準備がなされました。今回は本当にドタバタでした。 
国際卓球連盟は1926年3月に設立され、他の団体にない特徴を

もっています。それは自由・自立へ歩もうとしていることです。国

際卓球連盟は政治や宗教的理由によって選手が競技の出場機会を

奪わないし連盟の加盟を妨げないという「オープンドアポリシー」

を掲げています。国際卓球連盟は、加盟している卓球協会が出場を

望むのなら、そのすべてに門戸を開く「オープンドアポリシー」を

貫いているそうです。「オープンドアポリシー」は門戸開放政策と

訳されることが多いと思いますが、貿易で国際的に障壁を作らない

とか、社長室のドアがいつも開いていて、風通しのいい社風などの

話に使われると思います。 
国際卓球連盟に加盟し、世界選手権に出場するのは、国・地域で

はなく、協会なのです。例えば台湾・香港も世界選手権に参加して

います。国際卓球連盟は設立時には国歌・国旗を使わない、加盟は

国単位ではなく協会単位である、プレイヤーはアマプロを問わない。

1988 年のソウルオリンピックから卓球はオリンピックの正式種目

をなりましたが、この時 IOC の要求を入れて国歌・国旗を用いる

ようになりました。 
国際卓球連盟はある一定地域の卓球を統括するものを協会とし

て認めています。それゆえ、1つの国・地域から2つ以上の協会が

参加することも可能であり、2カ国・地域が1つの協会として参加

してもいい仕組みになっております。 
ロータリークラブの話に引き戻して考えると、クラブはもちろん

「オープンドアポリシー」ですし、先ほど述べましたように女性の

入会にドアを開放しております。私どもの年度には女性の入会はあ

りませんでしたが、門前年度に入会が進むように願っております。 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

・６月のロータリーレートについて  １ドル 110円（現行108円） 
◎濃飛グループＡＧ 井尾 達之 様、美濃加茂ＲＣ会長、ＩＭ実行委員長より 

・濃飛グループ 2017-2018年度インターシティミーティング報告書 

 
 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
◎会員誕生日 

  井上 正   ６．１５ 

東 庄豪   ６． ３（休会中） 

      

◎夫人誕生日（当日ご自宅へ花束をお届け） 

  下屋  勝比古      ひとみ さん     ６．２０ 

   新井 典  仁      由  美  さん     ６． １ 

     黒木 正 人   まり子 さん     ６．１２ 

◎結婚記念日 

 塚本 直人  Ｈ１３．６．２９ 

 山下 直哉  Ｈ ８．６． ９ 

◎出席表彰 

     松川 英明  ２年 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・榎坂 純一   ・大前 克秀  ・大村 貴之  ・萱垣 敬慈 

・堺  和信     ・塚本 直人  ・松川 英明  

 

 

最終ガバナー補佐訪問 
濃飛グループガバナー補佐 

           井尾 達之 様 

本日のこの高山西クラブさんで、

私のガバナー補佐としてのクラブ

訪問は最後となります。皆様一年

間お世話になりありがとうござい

ました。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 23名 9名 32名 41名 78.05％ 

本日 36名 － 36名 41名 87.80％ 
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例会の前に会長幹事さんと懇談の時間を設けていただき、｢わく

わくするロータリー活動を｣の会長のスローガンを実践された様子、

とても嬉しくお聞きしました。会員数も増え、和気あいあいと活動

された様で、素晴らしいと思います。 

次期は西クラブさんからのガバナー補佐です。クラブ全体で内田

さんを支えていただきます事を私からもお願いしまして、ガバナー

補佐最終訪問のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

次期ガバナー補佐 

        内田 幸洋 様 

 井尾さんの各クラブへの最終ガバ

ナー補佐訪問に同行して、本日６回目

となりました。昨日の可児クラブ訪問

は例会場へ行くのに迷い散々でした

し、補佐指名をお受けしてからは心労

で髪も薄くなって来て今後が思いや

られます。とにかく１０月２８日のＩＭを成功裡に収めるべく、全

会員皆様のご協力をお願いします。 

 

 

交換学生報告 

ノエミ・シェンク・

ベアトリス さん 

もう少しで留学が終

わります。やく一年前に

日本へ来ました。このい

つ年ですごくたくさん

の事を身につけて、私は

大きくせいちょうする

ことができました。はじめから今までした事を見せます。発表
はっぴょう

の

時間は七から十分までしかありませんが、一番楽しくてきちょうな

けいけんについて話すことを頑張ります。 

８月17日の早朝
そうちょう

に日本へ着きました。一番最初に食べた日本食

はお好み焼きでした。「うわあぁぁぁぁぁー！」と思いました。「日

本の料理は本当においしいよね！」今でもずっとそう思います。 

到着
とうちゃく

の三日後に、歓迎会でロータリーのみなさんとホストファ

ミリーに初めて会いました。浴衣も初めて着ました。食事
しょくじ

はとても

おいしかったです。花火もすごかったですが、私は日本語をぜんぜ

んしゃべれなかったので、お話ができませんでした。でもみなさん

としゃべりたいです！だから今から帰りまで、たくさんしゃべりま

しょう！ 

後は、すぐに最初のロ

ータリー旅行を楽しん

できました。たくさんい

ろいろなものを見まし

た。広島で平和きねんし

りょう館といつく島神

社に行ったり、姫路
ひ め じ

城
じょう

を見たり、新幹線
しんかんせん

に乗っ

たり、神戸も行ったり、

温泉に入ったり、最後の

日はユニバーサルスタジオでとても楽しんできました。この旅行は

とてもよかったです。留学生がその三日間で仲良くなりました。 

次の週に学校が始まりました。とてもきんちょうしました。でも

みんな本当にしんせつでした。バスケ部にすぐ入ってみんなが練習

を教えてくれてみんなと仲良くなりました。始めは私はバスケが本

当に下手でしたが、みんなと練習をとても頑張りました。友達がい

つも手伝ってくれたので、友達のおかげで早くじょうたつしました。

部活はとても疲れますが、大好きです。クラスは私のために一緒に

夜ご飯を食べに行きました。 

９月には、学校の体育祭で頑張りました。体育祭の前に２週間

くらい毎日学校の後に青団で練習をしました。暑かったので時々ち

ょっと大変だったけど、とても楽しかったです。スイスでこんな祭

りがありません。だからとてもいいけいけんでした。青団が勝った

ので嬉しかったです。 

10 月はよく友達と遊びに行きました。三年生のあゆりちゃんと

クラスの友達と会いました。ご飯を食べに行ったり、プリクラをと

ったり、ゲームをやったり、いっぱい話したり、コーヒーを飲んで

笑いました。両方ともとても楽しかったです。留学生も初めてオリ

エンテーション以外
い が い

では岐阜で会ってカラオケとかで楽しみまし

た。修学
しゅうがく

旅行
りょこう

で金沢に行きました。初めてメロンパンを食べてあ

まりのおいしさにびっくりしました。おいしすぎました！そして金

沢大学を見に行きました。面白かったです。日本へ来た時、学校が

始まるまでに毎日朝の６時３０分くらいにホスト祖父母
そ ふ ぼ

ととなり

の人とラジオタイソウをしました。 

１１月では、このラジオタイソウグループと犬山城とリトルワー

ルドに行きました。次の週末に第二ロータリーの旅行がありました。

とうで？をして長嶋スパーランドでたくさんジェットコースター

に乗りました。 

12 月はロータリークラブのクリスマスパーティがありましたよ

ね。ホストファミリーとロータリーのみなさんと私がみんなと一緒

に楽しんでいましたね。食事はとてもおいしかったので食べすぎま

した。クリスマスごろの週末に山下家族と日本で初めてスキーをす

べりました。スキーをするのは久しぶりでした。だから、とても嬉

しかったです。スキー旅行から帰って来たら、おいしいクリスマス

ディナーを食べました。お正月にホストお姉さんとお寺に行きまし

た。本当に日本のお正月でした。面白かったです。 

１月では二日間神社でお守りを売り

ました。たくさん人と会いました。その

後は山下家族と東京に行きました。それ

はとても楽しかったです。原宿と渋谷で

いっぱい買物をしました。下屋家族で作

った版画がコンクールでしょうをとり

ました。それはそうていがいでした。び

っくりしました。だけど、もちろん嬉し

かったです。田近家族とスキーに行きました。ホスト兄弟にスキー

のゲイを教えました。面白かったです。 
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２月の始まりに他の留学生ホストファミリーとしがこうげんで

スキー旅行に行きました。三日間くらいずっとスキーをすべりまし

た。本当に楽しかったです。その後は富士山旅行に行きました。田

近家族とたくさん写真をとって楽しんでいました。２月13日に東

京に行ってお兄さんと会いました。これで8日間東京に泊まりまし

た。たくさんの事を見ました。帰って来たら3月1日に学校の卒業

式がありました。斐太高校のぎしきは特別
とくべつ

だから面白かったです。 

春休みが始まったからお兄さんと沖縄に行きました。二週間半く

らい那覇
な は

と石垣島と鹿児島でいろんなけいけんできました。3月で

沖縄旅行から帰って来たら、すぐにロータリーの白馬スキー旅行に

行きました。それはとてもいいけいけんでした。たくさんの留学生

と会ったのがよかったです。もちろんスキーも楽しかった。だけど

暑かったので雪は滑りにくかったです。初めてスキーする人はちょ

っと困っていました。でも、やっぱりみんなが上手に滑りました。 

春休みにもう一回友達と会ってタコパをしました。私の日本語は

だんだんじょうたつしたので、たくさんしゃべれました。一年生の

クラスのおつかれ会もありました。楽しかったです。 

4月に二年生になりました。新クラ

スが本当に大好きです。最初の日から

いっぱい話して笑いました。高山祭に

ついて五台山組が私をつれて行って

くれたのはとても嬉しかったです。た

くさんの人と話しました。一日中で5

かこく語を使いました。 

5月では、一週間大阪でお兄さんのシ

ェアハウスに泊まりました。一日京都

に行って、たくさんでんとう的な事を見ました。大阪のタコ焼きは

とてもおいしかったです。お兄さんの友達とも会いました。日本人、

かんこく人、たいわん人、スウェーデン人とカナダ人がいました。

中 旬
ちゅうじゅん

で学校のきゅうぎ大会で友達と一緒にバスケで頑張りまし

た。むすびの一番までに全部勝ったけど、最後のゲームで負けまし

た。たくさんの人がゲームを見ました。ちょっときんちょうしたけ

ど、とても楽しかったです。ロータリークラブと金沢へ行きました

よね。それはとても面白くて楽しかったです。私をつれて行ってく

れてありがとうございました。同じ日に初めてきょうかと会いまし

た。この日から今まで仲良くしたので嬉しいです。 

一週間前に最後のロータリー旅行で楽しんできました。ざぜんとバ

ーベキューをしました。最後の旅行だったので悲しかったです。み

んなとまた会いたいです。この地区のインバウンドとアウトバウン

ドとても仲良くなりました。 

今日から6月が始まりました。最後の一ヶ月でもっと忘れられな

いけいけんを作りたいです。来週
らいしゅう

は萱垣のお母さんときょうかと

ディズニーランドとディズニーシーに行きます。友達と最後にもう

一回遊びに行きます。帰国
き こ く

の前に、学校であきつ祭があります。全

部このけいけんにとても楽しみにしています。 

今は一番大きなけいけんについて話したけど、本当はもっともっ

といろんな事をしました。 

4つのホストファミリーのおかげで、一年でこんなにたくさんけ

いけんができました。生活はいつもとてもよかったです。ホストフ

ァミリーが私に日本の生活を教えてくれましたので、本当にありが

たいです。 

ロータリークラブのみなさんも、一年間どうもありがとうござい

ました。ロータリーがなかったら、この留学ができませんでした。

スイスに帰ったら、また二年間高校で頑張ります。卒業の後に、一

年間チリととうなんアジアに行きたいです。それで大学で経済の勉

強をしたいですが、また日本で一年間留学をしたいです。 

これでスピーチを終わります。 
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萱垣 杏花 さん 

 改めまして、皆様こんにちは。5

月19日に無事オーストラリアより

帰国して参りました、萱垣杏花で

す。皆様の日頃からの多大なるご

支援があったおかげで、精一杯の

びのびと留学してくることができ

ました。心から感謝しております。ありがとうございました。 

さて、本日は私のオーストラリアでの10ヶ月間についてお話し

したいと思うのですが、帰国から2週間が経とうとしている今、実

は未だに日本語に慣れておりません。お聞き苦しい箇所も多いかと

思いますが、どうかお許しください。 

7月16日に日本を出国し、私の留学は始まりました。当初はや

る気に満ち溢れ、なんでもできる気でいましたが、実際はやはりそ

んな簡単なものではありませんでした。はじめの3ヶ月ほどで英語

が聞き取れるようになり、5ヶ月頃から日常会話が楽になりました

が、それまでは日本語の通用しない生活で、とても苦労しました。 

そんな私を最も成長させてくれたのは学校です。私は10ヶ月間、

コタラ高校に通いました。日本語の授業があったこともあり、友達

を作るのにはさほど時間はかかりませんでした。休み時間になると、

必ずこのグループで集まり、ご飯を食べたり、話をしたり、遊んだ

りしました。当初の私の英語の発音はままならず、ネイティブの彼

女たちにとってはとても聞き取りにくいものだったと思います。で

すが、彼女たちは決して諦めずに話しかけ続けてくれ、さらには休

み時間を使って、私に英語を教えてくれました。彼女たちのおかげ

で、毎日学校がとても楽しく、私の大好きな場所になりました。 

学校行事にも積極的に参加しました。 

これはオーストラリアではフォーマルと呼ばれる、ドレスアッ

プして、学年で集まり、記念撮影やパーティーをする行事です。七

五三以来のドレスだったので、とても楽しめました。 

そしてこれは、高校対抗のバレーボール大会に出た時の写真です。 

 

試合に出る6名と、ベンチメンバー6名が学校から選抜され、私

は試合にでるメンバーに選抜されました。中学校時代3年間やって

いたバレーボールがこんなところで発揮できるとは思ってもいま

せんでしたが、当日は全試合に出場し、チームと準決勝までいくこ

とができました。試合にでるメンバーは年上の生徒ばかりだったの

で、学年を超えたつながりが得られました。 

ロータリーでは、9670地区に所属していました。17人のインバ

ウンドがいたのですが、リタイアした人もいて、最終的には13人

で活動していました。左から、オーストリア、ブラジル、デンマー

ク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノル

ウェー、スペイン、スイス、アメリカ、またこの日欠席でしたが、

スロバキアから、留学生が来ていました。月に一度、オリエンテー

ションで集まり、言語や文化の違いなど、留学生ならではの話題で

盛り上がりました。ロータリーを

通じて、ポーランドからきていた

ナスタージアという子と親友にな

りました。彼女とは月に一度と言

わず、頻繁に会っていましたが 2

月に腹部の病気で帰国してしまい

ました。ですが、今でも連絡を取

り合っており、とても深いつなが

りになりました。 

オーストラリアのロータリー活動で最も大きかったのは、Safari 

という、オーストラリアの東半分を一周したキャンプです。23 日

間で約14,000 ㎞をバスで、毎晩の寝泊まりは自分たちで組み立て

たテントで、といったなかなかハードなものでした。これは、近く

のロータリー地区である、9685地区と合同のキャンプだったので、

さらに多くの留学生と出会いました。 
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その結果がこちらのジャケットで

す。たくさんのピンバッチを交換しま

した。23 日間四六時中一緒に過ごし

た絆は深く、一生モノとなりました。 

10 ヶ月で私は 3 つのホストファミ

リーのもとで生活しました。1つ目の

家族は、マンジョン一家でした。1月

に私の家族がオーストラリアを訪れ

た際には、ホストファミリーはもう変

わっているにもかかわらず、私たちの

シドニー観光に付き合ってくださり、

さらには父のメイクアップミーティ

ングを段取りしてくださいました。長男のライアンは私が滞在中に

日本へロータリーの留学をしていたので、シドニー観光の時には私

と2人で家族に通訳をしました。 

2つ目の家族は、ターナー一家でした。こちらも同じく長男のネ

イサンが2016年から2017年にかけて下呂に留学していたので、私

はオーストラリアに来る前に彼とは友人でした。なので、映画やパ

ーティーに行ったり、日本について語ったりなど、楽しみました。 

3つ目の家族は、ウ

ィリアムズ一家です。

この一家で初めてホ

ストシスターをもち

ました。11 歳のホス

トシスターはとても

可愛くて、毎日学校

が終わるとピアノや

ゲームをし、たくさ

んの時間を共に過ごしました。また、私の1番目のホストクラブの

Lake Macquarie clubにシドニーのハーバーブリッジのクライミン

グチケットを頂いていたので、ウィリアムズ一家のホストマザーの

シェリドンさんと行ってきました。ハーバーブリッジの頂上からの

絶景はとても綺麗で、今でもその感動を覚えています。どの家族も

とても親切で暖かく、私を本当の家族のように迎え入れてくれまし

た。きっと私がホームシックにならなかったのも、ホストファミリ

ーに恵まれていたからだと思います。 

私が経験したこと全ては、この7つのスライドには収まりきらな

いほどとても豊富で密度の濃いものでした。私はこの留学に悔いは

ありません。出発前のスピーチにて、私は「つながり」について話

しました。私はこの留学を通して、想像以上の素晴らしいつながり

を得ました。そのつながりはオーストラリアだけではありません。

これまで自分の人生に影響を与えてくれた人達や、普段からたくさ

ん協力や援助をしてくれる家族や友人、何より留学に出させてくだ

さったロータリークラブの方々に心の底から感謝しています。 

 

自分の置かれている環境の豊かさ、幸せさをしっかりと心に置き、

これからの未来で後悔しないように、精一杯取り組むことを決意し

ました。ありがとうございました。 

 
 

＜ニコニコボックス＞ 

●濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之さん 

最終ＡＧ訪問です。1年間ありがとうございました。 

●内田 幸洋さん 

井尾様、ガバナー補佐1年間ありがとうございました。本日は次期

ガバナー補佐として訪問させていただきました。 

●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループ井尾達之ガバナー補佐、 

内田幸洋次期ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。また交 

換学生の萱垣杏花さん、そしてノエミようこそ。本日の楽しい報告、 

よろしくお願いします。 

●挾土 貞吉人さん 

杏花さんお帰り。スピーチが楽しみです。大いに羽ばたいて下さい。 

井尾ガバナー補佐のご来訪歓迎します。内田さん頑張って下さい。  

●門前 庄次郎さん､田中 正躬さん､住田 泰典さん､萱垣 敬慈さん 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之 

様、ご来訪を歓迎いたします。また内田さんガバナー補佐就任前の 

6クラブ訪問、大変お疲れ様です。 

●田近 毅さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､遠藤 隆浩さん､ 

垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､長瀬 達三さん､井上 正さん､ 

田中 晶洋さん､田邊 淳さん､黒木 正人さん､杉山 和宏さん､ 

松川 英明さん､大前 克秀さん 

留学生の杏花さん、ノエミさんの二人が来てくれています。ようこ

そ！今日はこの一年で学んだことを聞かせて下さい。お話を楽しみ

にしています。 
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