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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2783 回例会 平成 30年 2月 16日（金） 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      菊地 貴 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 大木 裕信 様、鈴木 紳悦 様 

市原ロータリークラブ 津留 起夫 様 

成田高等学校 早川 公敏 先生 

藤澤 祐香 様、翁沢 詩慧 様、木坂 美亜 様 

川又 えみか 様、遠藤 海莉クラウディア 様、鈴木 麻友 様 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

高根 完 会員： 先週、２月９日（金）に私が千葉県にて委員を務

めています『全国社会福祉法人経営者青年会 関東甲信越静ブロック 

総会・研修会』が宇都宮市で行われ参加してまいりました。その際

に、現：川崎宮前ロータリークラブ幹事を務められている井田友花

様との出会い交流がありました事の報告と、改めて自身がロータリ

ークラブの一員である事への感謝の意を込めてニコニコさせていた

だきます。 

 

矢野 理恵 会員： 12 日、ＲＬＩ研修委員会 part１に参加してま

いりました。昨日は、来年度の地区ＲＬＩ研修委員会の顔合わせ会

ということで、年間方針の会議に行ってまいりました。その会で嬉

しいことがありました。RLI の課題として、今、二つ問題がある。

一つは新会員の退会が大変多い。しかし、その中で成田ロータリー

クラブはどんどん広がりをみせ良い動きがあると褒められました。

もう一つは女性会員を絶対に入れないというクラブがあるが、最近、

成田は女性の入会が多く、一体成田に何があったのかと聞かれました。私は答えに困って

しまい、当時の石川会長に直接お聞きくださいと伝えました。最後にもう一つ、最大の悩
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みが年配の方と新入会員とのコミュニケーションが取れなくて困っている。しかし成田ク

ラブは新会員が増え、週報にも仲良く懇親会や移動例会の様子が掲載されています。何が

そうさせているのかと質問がありました。一つは上の方の懐が広いので、私なんかが行っ

てもお話して下さいますし、私が間違っているときは教えて下さりご指導もいただけると

お話をしました。成田を見本にして成田へメーキャップに行きクラブの雰囲気など見てみ

たいですと言うお言葉をいただき、舞い上がって嬉しくなりました。新酒の会は盛り上が

って楽しいのでぜひメーキャップに来てくださいと伝えておきました。ぜひ他クラブから

成田クラブを見に来ていただけたらと思いました。 

 

津留 起夫 会員：やっと念願の成田ロータリークラブさんにメ

ーキャップさせていただくことになりました。ありがとうござい

ます。地区の青少年交換委員会が実行委員会となります全国 34

地区が集まります国際ロータリー日本青少年交換研究会カンフ

ァレンスが幕張で 5 月 12 日、13 日に行われます。13 日日曜日、

今日本に来ている学生が 180 人いるのですが、その中の約 40 名

の子供を成田山にご案内したいということを成田ロータリークラブさんにお諮り願うその

ために本日は参りました。成田は 2790 地区の中でもトップクラスのクラブですので、ぜ

ひ私どもとコラボしていただきたいと思います。 

 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

成田コスモポリタンロータリークラブ大木様、鈴木様よう

こそお出でくださいました。成田高等学校、早川先生、イン

ターアクトの皆様、ようこそお出でくださいました。先日の

台湾研修の報告書を読ませていただきました。大変為になっ

たようで会員一同喜んでおります。そして、地区青少年奉仕

統括委員会、委員長津留様ようこそお出で下さいました。 

津留委員長は大変、運がよろしい様に思います。と申しますのは諸岡ガバナーノミニー

より、５月１２日の第２３回 RI 日本青少年交換研究会・千葉会議の来日学生成田山ピクニ

ックでの成田クラブにホストクラブのご依頼のメールを戴いた次の日、当クラブで青少年

奉仕委員会が丁度開催され、その場で委員皆様に話したところ、快諾を得ました。その場

で早速色々具体案まで出て委員会皆さん大変乗り気になり、今日１６日の津留委員長の当

クラブ訪問時に相談しましょうとなった次第です。 

そして、たまたま本日１６日に成田高等学校インターアクトクラブの例会訪問も決まり

ました。津留委員長のご希望の成田高校インターアクトクラブと交流したいとのご希望も、

今日その当事者の早川先生とインターアクトクラブの皆様がここにお出でになります。後

ほど、少々お時間をいただき、３者でのご相談をいたしたいと思っておりますので、よろ

しくお願い致します。 

成田山も丁度、開基１０８０年祭記念大開帳で５月１２日は平和大塔祭奉納総踊りの日

でございます。当クラブの土井会員が委員長と聞いております。来日学生も１，０８０人

の踊りは、中々見れない光景だと思いますし、そのほか写経、水行もあります。帰国して

からの成田の宣伝にも一役買ってもらえると思います。楽しい成田山ピクニックに出来れ
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ばと会員一同思っておりますので、安心してお出でいただければ幸いです。それでは、以

上で今日の会長挨拶を終わりに致します。 

 

◇ 表彰 

米山功労者 

第 5 回マルチプル 堀口 路加 会員 

 

◇ 入会式 

・ポール・ツジ（ぽーる つじ）会員    

ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 総支配人 

推薦者 長原 正夫 会員、成田 温 会員 

顧問  甲田 直弘 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 プログラム 

    ロータリー財団・米山記念奨学委員会 米山記念奨学 

職業分類 空港ホテル 

皆さん、はじめまして。ロータリークラブは初めてですのでこれからよろしくお願いいた

します。生まれ育ちはオーストラリアです。２０年間住んでおりました。日常会話は日本

語で問題ありませんが、難しい事は 8 割から 9 割ぐらいしかわかりません。日本には 1 ヵ

月前に来ました。これからもいろいろ勉強することがあると思いますのでよろしくお願い

します。 

 

・根本 実 会員   共生建設株式会社 代表取締役 

推薦者 小寺 真澄 会員、平山 秀樹 会員 

顧問  小寺 真澄 会員 

委員会 クラブ管理運営委員会 クラブ会報 

    Ｓ.Ａ.Ａ. 

職業分類 土木工事 

昭和 48 年生まれの 44 歳です。香取郡栗源町で平成 11 年ぐらいに今の会社に入り 17 年勤

めて、社長から会社を任せてもらったと言う形です。子供が 2 人、高校 1 年と高校 3 年生

です。昨日無事に上の子が大学受験に合格いたしました。これから僕自身、建設業（土木）

をアピールする機会がないと言う事と、労働者がだいぶ不足しているので、こういう会を

通して建設業をアピールできたらなと思い入会させていただきました。皆さんの顔と名前

を覚えられるように、一生懸命出席したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

◇ 委員会報告 

・諸岡ガバナー年度準備室報告   堀口 路加 会員 

２月２日に２０１９－２０諸岡ガバナー年度に向けたクラブ内役割分担構成表を配布させ

ていただきましたが、準備室会議で再度確認検討した結果、お名前の漏れていた方や役割

を一部変更した方がありましたので本日再度配布させていただきました。大変申し訳あり

ませんでした。又、前回配布の際の説明だけでは分かりづらかったかと思いますので再度
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説明させていただきます。 

地区大会の役割分担を例にご覧いただきますと、大会本部、会

計委員会、総務委員会、会場設営・式典委員会、受付・登録委

員会、懇親委員会、交通・誘導委員会、記録・広報委員会の８

つの委員会等に分かれています。まずはこの委員会ごとに打ち

合わせの機会を持っていただくようお願いします。 

４月２９日の地区研修協議会の直前に改めて日程調整のうえ、

各委員会のリーダー・サブリーダーにお集まりいただき全体会議を開く予定です。それま

でにこの委員会のリーダー・サブリーダーになっている方に音頭を取っていただき、各委

員会ごとに一度打ち合わせの機会を持ってください。 

資料の最下段にありますように寺嶋ガバナー年度と橋岡ガバナー年度の地区大会・三大セ

ミナー等が始まってまいります。各委員会のリーダー・サブリーダーを中心に各メンバー

が、地区大会、地区チーム研修セミナー、会長エレクト研修セミナーの裏方の仕事や様子

を視察して、写真を取ってきていただき各委員会でイメージと情報共有をして準備を進め

ていくことになります。打ち合わせは毎月一回、例会の前後に持っていただくのが一番か

と思いますが、来週以降３月いっぱいは移動例会が重なりますので時間があるようで結構

タイトな日程だと思います。今後は毎月一回の各委員会と二ヶ月に一回の全体会議(リーダ

ー・サブリーダー)というペースで打ち合わせを重ねていくことになると思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

・職業奉仕   松本 大樹 会員 

3 月 16 日、成田空港の見学会を開催いたします。前回先着 50 名と

申し上げましたが、神﨑会員の特別のご配慮によりバスを出してい

ただくことになりましたので、人数制限なく受付可能となりました。

セキュリティー上の理由から見学の方は氏名、生年月日、住んでい

る住所、これを空港側に登録することになっております。住所は名

簿の住所を使わせて頂き登録されていただきます。個人情報の利用

になりますので参加される方はご理解をお願いいたします。バス 3 台でむかいます。3 台

全て責任者を決め、それ以外の方の割り振りは一任でお願い致します。当日滞りなく進め

たいと思いますので、皆様ご協力お願いします。 

 

・クラブ会報   浅野 正博 リーダー 

クラブ会報、プログラム合同委員会を例会終了後に行いますので、委員の方はご出席お願

い致します。 

 

・ロータリー財団  諸岡 市郎左衛門 リーダー 

ロータリー財団委員会から２点報告いたします。 

１．会員からのご寄付 

諸岡靖彦会員から、ポリオプラスに１，０００米ドル、１１万円

のご寄付がございました。ありがとうございます。 
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２．地区の財団セミナーの報告 

  「２７９０地区ロータリー財団補助金管理セミナー」が２月１０日(土)千葉市で開催

され、出席しましたので、概要を報告します。 

 成田クラブからは、成田会長、神﨑次期会長が出席、諸岡が同行しました。また、諸岡

靖彦会員がガバナーノミニー（次々期ガバナー）として来賓出席されました。 

１）地区セミナーへの参加は、ロータリー財団の補助金申請の要件の一つとされ、地区内

８３クラブ中７３クラブが参加いたしました。 

２）ロータリー財団関係の活動は、７－６月ロータリー年度の半年前から活動を開始しま

す。このセミナーにおきまして、今年度及び来年度の地区出向委員の紹介がありました。

また、『２０１８－１９年度用ロータリー財団ハンドブック』が配布され（各クラブ 2部）、

補助金申請に係る留意点等が説明されました。 

３）ポリオの状況等の紹介として、「前年度（２０１６－１７年度）では、世界で３ヶ国

２２例の発症例が報告され、今年度（２０１７－１８年度）については、今年に入ってア

フガニスタン１例の報告があった。発症例０で３年程度経過すると撲滅とされる。ポリオ

撲滅までもう一息、もう少しの努力、ロータリー財団への寄付をお願いします。」との紹

介、お願いがありました。 

 

＜顧問会議＆医療報告＞     橘 昌孝 会員 

顧問６名、新会員４名、会長エレクト神﨑会員、会長ノミニー深

堀会員、私で顧問と新会員の懇親会を開きました。まとめますと 

【顧問の意見】 

例会で声をかけることが多い。付かず離れず、他の会員を紹介。

ゆっくり話す暇がない。新会員が積極的に活動している。新会員

があまり出席できないので、出席したときはやれることをやる。顧問はコモンセンスが大

切である。顧問の質の均一化を考えると、会長経験者がそこそこの知識がある。 

【新会員の意見】 

顧問に何でも聞けるのが良い。入会 6 か月で夏のバーベキューが良かった。入会 6 か月、

ロータリーは初めてなので出席することを心掛けている。入会 6 か月、人間関係の基にな

っている。例会で隣に座っている人に聞くことにより仲良くなった。 

【成田会長の感想】 

同じ側の席に座れないので、メールのやり取りが多くなる。会長が顧問をするのは不可能

である。顧問になるのはパスト会長でなくても良いのでは。委員会に問題点を提案して委

員会活動が活発化している。 

 

いろいろな問題が起きているので、我々はちゃんとしたことをやっているという意識では

なく、まだまだお互いの交流が足りないということを肝に銘じてやっていただきたいと思

います。 

 

≪医療情報≫ 

インフルエンザが終息の方向に向かっています。感染者は先々週の 1,813 人から先週は

1,590 人まで下がっています。ただ A 型 B 型が同時に流行っていますので、まだまだ油断
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をしないで、外から帰ったらうがい、手洗いをしっかりやってください。 

今週の医療情報は、インフルエンザの数が 815と半減しましたので今回で終了します。 

 

◇ ガバナー補佐訪問 

第 9 分区 諸岡 靖彦 ガバナー補佐 

本日は、ガバナー補佐としてホーム・クラブ訪問でした。メッセージを申し上げる時間が

ないくらい充実した例会でした。内容がバラエティに富み、かつ感動を呼ぶ内容でした。

地区や分区の近況をお伝えするところですが、時間がありません。次の機会とします。 

地区青少年奉仕統括委員長・津留紀夫さん（市原）並びに 成田高校インターアクト部の

早川先生、生徒の皆さん、御来訪ありがとうございました。 

 

◇ 幹事報告 

長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・週報  成田コスモポリタンロータリークラブ 

・出欠表（新酒を楽しむ会、職場訪問例会、月桂樹例会、IM、成

田山植樹例会、分区親睦ゴルフ、２クラブ合同親睦ゴルフコン

ペ＆花見例会） 

・2018 年国際ロータリー年次大会（トロント大会）参加旅行募集

案内 

・ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）「パートⅢ」開催のご案内 

・地区大会プログラム（案）、地区大会に関する諸事お知らせ 

【連絡】 

・林作雄会員の顧問が吉田会員退会にともない石川憲弘会員に変更となります。 

・2月、3月はメーキャップが続きます。すべてのメーキャップは金曜日の 10時から 15時

までとなります。ビューホテルフロントに出席表を出しておきますので、そちらでお願い

致します。 

 

◇ インターアクト国外研修報告 

早川 公敏 先生 

本日はお招きありがとうございます。昨年の 10 月に

一度このメンバーでお邪魔しました。国外研修に行

く前でしっかり行ってこいと皆様から激励をいただ

き、11 月に行ってきまして、皆良い経験をしてきま

した。地区インターアクト委員の須藤委員長に提出

した感想文を成田ロータリークラブに送ったところ、

週報に載せていただき成田会長から直接報告してみ

てはと言うお話があり本日お邪魔いたしました。 

 

【1 日目】 

 1 日目は朝早くから成田国際空港に集まり、みんなドキドキしながら飛行機に乗り込みま



 7 

した。今回の国外研修が初めての海外と言う人も多くいました。日本と台湾の時差は 1 時

間しかないので夕方には時差ぼけもなく桃園国際空港に到着いたしました。入国検査を終

えてロビーに出ると台湾のインターアクターが大きく手を振って迎えてくれました。その

後一度別れてウェルカムパーティーの会場へ向かいました。会場ではまずグループにわか

れて、大きなテーブルを囲んでお茶と軽いお菓子を楽しみました。その間同じテーブルや

他のテーブルの人たちと写真を撮ったり、名刺を交換したりして過ごしました。その後は

夕食を楽しみました。食事の途中には台湾のインターアクターがグループにわかれて歌や

ダンス、そしてラップなどを披露してくれました。私たちも日本の有名な曲を何曲か歌い

ました。言葉が通じなかったりして大変なこともあったけど音楽やダンスで盛り上がるこ

とができて良かったです。 

 

【2 日目】 

1 つ目の学校を訪問し講話を聞きました。講話では台湾の地形や文化、これまでの台湾と

日本の歴史について詳しく知ることができました。親日と言う事は知っていましたが台湾

と日本には深い結びつきがあることなど、台湾について知らないことをたくさん聞くこと

ができて、より台湾に興味を持ちました。次に先ほどと同じ学校で発達障害のある方々達

とボールを使ってゲームや音楽に合わせてダンスをしました。頑張れと言う意味で『加

油！』とみんなで声をかけあったことを今でも覚えています。夜ご飯は台湾のインターア

クトとグループになりそれぞれ夜市で班行動をしました。大きなお肉や臭豆腐、芋やかき

氷など食べ切れないほど食べさせていただきました。日本にある食べ物と近いものもあり

とても美味しかったです。班行動だったので班のみんなと話す機会が多くなり距離が近く

なったなぁと感じました。 

 

【3 日目】 

2 日前に初めて会った人たちでしたが、今回でお

別れなんだと朝からとっても寂しかったです。私

たちはまず台湾総督府へ見学に行きました。台湾

総督府とは日清戦争の結果、清国から割譲された

台湾を統治するために設置された日本の出先官

庁です。現在も中華民国総督府として実際使用さ

れています。 場内は八つの展示スペースに分かれ

総督府の歴史から台湾の人々の生活まで様々な

ことを学ぶことができ、より一層台湾への理解が

深まりました。建物の構造も現在と過去が融合した作りになっており、色々なものが発見

でき目を肥やすことができました。続いて交流先の高等学校である開平餐飮学校を訪問し

ました。こちらは調理から接客まで飲食業について学べる専門学校です。私たちはテーブ

ルクロス体験をし、実際に生徒たちが実習の一環として運営している高校生レストランで

昼食をとりました。とても美味しくスマートな接客に感動しました。夕食の後は中正紀念

堂と言う初代総統である蒋介石の顕彰施設を訪れました。中正とは蒋介石の本名からとっ

たそうです。この施設では儀仗隊が進駐し午前 9 時より 1 時間ごとに儀仗隊交代式が行わ

れ台湾観光の名物となっております。実際にこの様子を見学したのですが、一糸乱れず、



 8 

まるで像のように直立不動で鳥肌が立ちました。そして訪問学校 2 校目である開南高級商

工学校へと向かいました。昨年創立 100 周年を迎えた学校で商業関係の専門知識を学ぶこ

とができます。日本語で作られたウェルカムビデオを見た後、校舎内を見学し兵隊に扮し

た生徒のパフォーマンスを見ました。日があっという間に過ぎ最後のフェアウェルパーテ

ィーの時間がやってきました。初日とは打って変わってみんなおしゃべりを楽しんだり写

真を撮ったりして思い思いの時間を過ごすことができました。言葉が通じないと言うこと

を忘れてしまうほど最高に盛り上がり、時間があっという間に過ぎていきました。そして

お別れの時間がやってきました。寂しさで泣いてしまうような子が現れお互い名残惜しい

のが伝わってきました。「また台湾に来てね」「日本にも来てね」「また会おうね」と言

う言葉が飛び交っていました。バスに乗って出発し見えなくなるその瞬間まで手を振って

くれた台湾の方々の温かさを忘れることができません。このフェアウェルパーティーは今

でも鮮明に思い出せるほど私の中で大切なかけがえのない思い出になりました。 

 

【4 日目】 

空港に行く前にお土産屋さんに 1 時間ぐらい滞在し最後の買い物を楽しみました。空港に

着いてからも連絡先を交換した台湾の学生たちとスマホなどを使って連絡する人もたくさ

んいました。名残惜しみながらも台湾とお別れをし、日本には 4 時半ぐらいに到着しまし

た。 

 

〇国外研修を終えて 

・これから私たちが見たもの感じたものを詳しくお話しします。私たちは台湾のインター

アクトの生徒たちと日程にあった通り、様々なことを一緒に経験していくことで言語が違

う中でも日数を重ねていくうちにお互い冗談を言い合えるほど仲良くなりました。台湾で

できたインターアクトの友達とは研修旅行が終わった今でも連絡が続いています。今から

ちょうど 2 ヶ月ほど前、修学旅行で日本を訪れた台湾の友達と個人的に連絡を取り合い成

田の空港で無事に再会することができました。もちろん台湾人だけではなく、一緒に参加

した他校の日本人の生徒たちともとても仲良くなりました。この旅行に行く前は親が側に

いないのに加え、知らない人だらけの環境での行動に不安や緊張もありましたが、後半に

なると年齢、国、性別に関係なく仲良くなることができたので本当に安心しました。日本

に帰ってきたみんなの顔は少しキリッとした雰囲気に変化していました。 

 

・台湾での食事は驚きだらけでした。食べたことない料理や味付けがたくさんあり毎回の

食事がすごく楽しみでした。 日本で普段食べている料理と似ている料理でも台湾では味付

けが違いました。 マーボードーフは日本よりも凄く辛くて初めはびっくりしましたが食べ

ていくうちに辛さは旨みに変わっていきたくさん食べてしまいました。 また自由時間にタ

ピオカミルクティーの有名なお店に行きました。私は個人的にタピオカが大好きなのです

ごく楽しみにしていました。 思っていたよりもグラスが大きくタピオカもたくさん入って

いました。ミルクティーも日本で飲むより甘さが控えめで大きなグラスでもすぐに飲み終

わってしまいました。台湾に行って台湾のご飯を食べて今まで見たことない料理に出会っ

てたくさん良い経験をさせていただきました。食事だけでも異文化を体感することができ

てとても良かったです。 
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・これは夜市に行った時に見た夜景です。台北にはビルが立ち並び建物と建物の間が狭い

という点や全体的に街の色が淡いなど、東京との共通点が多く見られました。また看板が

日本語で表記されているお店があったりと日本の言語や文化が台湾で暖かく迎えられてい

ることが見られました。これは私が感じたことなのですが、かつて台湾は日本の植民地で

した。 異国間の歴史をほとんど知らなかった私はその歴史背景だけを聞けば、なぜ台湾人

がこんなにも日本を好きでいてくれるのだろう思いました。 これは対日講話で聞いたこと

ですが、日本の植民地になるまで台湾は疫病が流行した危険な場所だったそうです。とこ

ろが日本の政府が公衆衛生を整備したことで安全になり経済発展の道も開けたのだと言い

ます。日本人の私が言うのも気が引けることですが、彼らは日本に対して感謝の気持ちを

忘れていないのだそうです。日本が第二次世界大戦で負けてしまった時、台湾が日本に賠

償金を要求しなかったという話にも感動しました。こうして台湾と日本の間に育まれてき

た絆が、今では地震大国同士としての助け合いにつながっています。世界史を勉強してい

ても国と国の対立はキリなく生まれ、そこには宗教や民族の違いがあるため簡単に解決す

るのは難しいのだというのがよくわかります。しかし、結局、国同士の関係は人間関係の

延長で私たち個人が良い関係を築こうとするとき、お互いに思いやり理解しようという気

持ちや自分がされて嬉しいことを相手にもしようと言う気持ちが欠かせないのと通ずると

ころがあるのではないかと思います。決して簡単なことではありませんが、台湾と日本の

ように暖かい感情でつながった国が少しでも増えたらいいなと思いました。 

 

・私自身台湾に行くのは初めてで、慣れない環境の中、最初はとても緊張していました。 で

すが台湾や日本のインターアクトの皆さんが優しく、私はすぐに馴染んでとても濃い四日

間を過ごすことができました。台湾で得たこの経験を忘れずに、これからのいろいろな場

面で生かしていきたいと思います。               （１年 鈴木麻友） 

 

・今回の経験を通して学んだこと、感じた事は数えきれないほどありますが、特に親に頼

らず何事に対しても自分から行動することの大切さ、そして、それに伴う責任の重さを知

ることができました。これからの学校生活でも学んだ事を生かして成長しようと思いまし

た。今回はこのような国際交流の機会を作っていただき、また応援していただき本当にあ

りがとうございました。貴重な経験は忘れません。  （１年 遠藤海莉クラウディア） 

 

・日本と台湾は地理的にはすごく距離が近いのですが、言葉も違うし何より人の性格が違

うなと思いました。日本の人はシャイな人が多いのですが、台湾の人はすごく初対面でも

話しかけてくれる人がいっぱいいて嬉しかったです。 台湾での経験忘れずにこれから頑張

っていきたいと思います。ありがとうございました。      （２年 川又えみか） 

 

・今回の国際交流は自分の考えを変えてくれた素晴らしい体験でした。私は中国語を喋れ

ることもあって、他の人たちよりも多く台湾の方々と関わることができました。たくさん

の方々と関わることを通じて、自分の意見をしっかり伝えると言うことの重要性を身に染

みて感じました。私たちは国民性としてどうしても遠慮してしまったり、自分の意見がは

っきりと言えない場面が多々あると思います。しかし、そのままでは国際社会では生きて
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いけないと思いました。今回の経験を通じて自分を変えようと思いました。こうした考え

を持てたと言うことで、今回の国際交流に行って良かったと心から思いました。今回の交

流を通して、将来は国際的な仕事に就きたいと思うので活用していけたらいいなと思いま

す。                             （２年 翁沢詩慧） 

 

・台湾は親切な方ばかりでした。温かい歓迎ぶりからは、日本人以上にもてなしの精神を

持っているように感じました。私たちには言語の壁があり、コミュニケーションを取るの

はとても簡単なことではありませんでしたが、失敗や恥を恐れずにがむしゃらにでも話し

かけることがどれだけ大事なのかがわかりました。高校生として、このような国際交流が

できて本当に良かったです。大学生になったら海外ボランティアなどにも積極的に参加し

ていきたいと思います。                    （２年 藤澤祐香） 

 

・台湾での交流を通して自分の進む進路の実現についてより強く思うようになりました。

もともと外語系に進みたいと思っていたのですが、台湾の現地での学生と交流をし自分た

ちとは全く違った文化や生活をしているので、すごく興味を持ちました。これから台湾の

勉強をたくさんして、台湾の方々だけでなくいろいろな国の方々と交流を深めて、自分自

身を成長させて行けたらいいなと思っています。このたびは本当にありがとうございまし

た。                             （２年 木坂美亜） 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 
                                                  

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
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橘昌孝、神崎誠、深堀伸之 各会員 
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