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■ 出席報告　　　　　　委員長　一力 秀次

本
　
　
日

会員総数 43名 ゲ ス ト 3名

出 席 数 23名 ビジター 1名

欠 席 数 15名 出 席 率 60.53％

出席規定免除(b)：岩瀬、樽谷

 緊急特別措置適用により免除：３人

■　メイクアップ

　　事後　尾方（別府北）

■　欠　　席
安部、赤嶺、阿南、石田、川本、児玉、中村、

尾方、岡本、塩見、髙橋、詫磨、梅津、山下(唱)、

瑞木

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

                                                   
四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

　　　　１．真実か　どうか

　　　　２．みんなに公平か

　　　　３．好意と友情を深めるか

　　　　４．みんなのためになるかどうか

■ ゲ ス ト

　臼杵　德二 氏

 　 (第2720地区大分第３グループ　ガバナー補佐)

　馬〆ほたる さん　

 　 (2019-2020年度青少年交換派遣学生)

　小野久美香 さん　

 　 (2019-2020年度青少年交換派遣学生カウンセラー)

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　檀上　陽一

　皆さんこんにちは！暑い日が続きますが、い
かがお過ごしでしょうか。私達が日常交わす「挨
拶」について話します。あいさつとは、人と人
とが出会った時や別れる時に交わす儀礼的な動
作や言葉。相手に敬意と親愛の意を示す行為で、
対人関係を円満にして社会生活を円滑にします。
または「受け答え」「対応」「返答」の意味が
あります。二義的には「押し通す」という意味
から禅宗で門下の僧と問答をくり返し「悟り」
の程度を知る事とあります。また「挨拶は時の
氏神」と表現されるように争い事の仲裁や仲介
をしてくれる人は氏神様のようにありがたい。
意地を張らずにその調停に従うべきという日本
人の知恵。「挨拶」とは仲裁や仲介の意もあり
ます。
　1991年湾岸戦争でアメリカ海兵隊の従軍取材
した時、ヨルダン、レバノン、イラクまで進行
しました。中東世界の共通の価値観は「イスラム
教」荒涼とした砂漠で移動する者達が「サラモ
アレク」「シュイラン」というイスラム語の挨

■ ビジター

　馬〆　昌実 氏　 

 　 (第2720地区　青少年交換委員会　副委員長)



拶を交わさなければ異教徒とみなし殺傷しても
やむなしの教えがあります。挨拶をしない者は
敵であるという厳しい戒律があります。
　先日ラインでクラブ広報の制作協力を願うメ
ールが配信されましたが、この問いに返答する
人が極めて少ない。私自身を含めて反省しなけ
ればなりません。「受け答え」という極めてシ
ンプルな思いを相手に告げるロータリーの友情
のささやかなその証として、私達はいつも胸に
抱き続けていきましょう。
　暑い日が続きます。どうかすこやかにお過ご
し下さい。ありがとうございました。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　笠木　隆弘

１．訃　報
　2013-2014年度ガバナー赤山武興氏（人吉中

央RC）が８月15日ご逝去されました。享年
80歳でした。謹んで故人のご冥福をお祈り申
し上げます。

２．「ロータリー財団部門セミナー」中止のお知らせ
　ＲＩ第2720地区ガバナー硯川昭一氏より、10月

10日(土) 大分ホルトホールにて開催を予定してお
りました「ロータリー財団部門セミナー」はコロ
ナウィルス感染防止の為中止とする文書が届きま
した。セミナー開催時期に資料が郵送される予定
です。

３．「第37回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」監督
会議開催のお知らせ

　　日時 2020年８月21日(金) 14：00～
　　場所 両築別邸
　　ホスト 別府ロータリークラブ
 　＊各クラブより監督もしくは、代理の方の　
　　ご出席をお願いします。

４．8月9日(日)、プリエール天寿の杜にて行われた故 
幸 光喜元会員の初盆会に、クラブを代表して檀上陽一
会長、笠木隆弘幹事がお参り致しました。

５．「第2回定例理事・役員会」報告
（令和2年8月6日(木)13：40～於火男火売神社　

13名出席）
　
　審議事項

　1号議案 令和2年7月大雨災害義援金の件
　　　　　　　＊承認　
　　義援金　50,000円 をRI第2720地区へ寄付
　２号議案 「硯川昭一ガバナー公式訪問大分
　　　　　　　第３グループ６ＲＣ合同例会」
　　　　　　　ガバナーとの記念集合写真購入
　　　　　　　の件。＊承認
 　　　　　　金額 1,100円（税込み）
　３号議案 別府東RC創立記念式典積立特別
　　　　　　  会計口座の代表者名変更の件。
　　　　　　　＊承認
　　　　　　　「別府東RC創立記念式典積立特別
　　　　　　　会計　代表　檀上陽一」に変更
　４号議案 「ガバナー公式訪問合同例会慰労 
　　　　　　　会を兼ねて暑気払い例会」の件。

　　　　　　　＊承認
　　日時 2020年８月27日(木)18：30～
 　場所 ホテルサンバリーアネックス　３階
 　　　 例会終了後、慰労会となります
 　内容 ガバナー公式訪問合同例会慰労会
 　会費 4,000円（うち2,700円食事費よ
　　　　　　　　　　　り補助）

　報告・確認事項

　①　先月承認された別府東RC独自の緊急特別
　　　措置適用の件。
　②　大森克磨GEより2021-2022年度地区委員
　　　推薦依頼の件。
　③　地区より2021年国際ロータリー年次大会
　　 （台湾・台北）第2720地区旅行参加案内
　　　を国際奉仕委員会 桝田委員長へ担当依頼
　　　の件。
　④　例会予定の確認

　8月　＜会員増強新クラブ結成推進月間＞
　　８月６日「祈願例会」12：30～　
　　　　　　　於：火男火売神社
　　　　13日「定款第７条第１節により休会」
　　　　20日「前年度青少年交換派遣学生
　　　　　　　帰国報告」馬〆ほたるさん
　　　　27日「ガバナー公式訪問合同例会慰労会
　　　　　　　を兼ねて暑気払い例会」
　９月　＜基本的教育と識字率向上月間・ロータリー
　　　　の友月間＞
　　９月３日「教育について」 二宮滋夫　会員
　　　　10日「子ども食堂について」 
　　　　　　　　　　　　　　　　瑞木一博　会員
　　　　17日「新会員卓話」 阿南善則　会員
　　　　24日「観月会」（予定）

６．2020-2021年度前期会費納入金（7月10日付）
の支払期日が過ぎました。ご失念の方は、至急納
入方お願い致します。

７．次週（8月27日）の例会予定
 「ガバナー公式訪問合同例会慰労会を兼ねて暑気払

い例会」
 ※時間を変更して、18：30～ホテルサンバリーアネ

ックスにて開催致します。皆様多数のご出席をお願
いします。

８．本日の配布
　①　週報　No.1970、1971

■ ニコボックス　　　　　　　委員長　赤嶺　リサ

○臼杵德二(第3グループガバナー補佐　日出ＲＣ)　

盆が終り一段落致しましたので久しぶりに皆さん

の会に参加したくおとずれました。今後ともよろ

しく。３口

○二宮滋夫会員　５口。８月12日に行われた甲子園

での試合で県立岐阜高校に４－２で勝利しました。

皆様の応援に感謝します。

○馬〆昌実　小野久美香(別府ロータリークラブ)　

本日は馬〆ほたるの交換留学卓話を聞いていただ

きましてありがとうございます。



　こんにちは　別府ロータリークラブさんから推薦

の元カナダのオンタリオ州のレンフルーというと

ころに交換留学生としていかせていただきました、

馬〆ほたるです。

　まず私がカナダに留学できたのはロータリークラ

ブさんをはじめたくさんの方々から支援していただ

いたおかげです。ありがとうございます。

　去年から流行し始めている新型コロナウイルス

により残り３か月を残して途中帰国になりプログラ

ム自体がストップになってしまいました。悔しい気

持ちはありますが、自分が過ごしてきた約８か月間

のカナダ留学に後悔はありません。これからプレゼ

ンさせていただくので少しでも共有して楽しんでい

ただけると幸いです。

　まず留学することによって、何が成長できたかに

ついて説明したいと思います。まず語学力向上、文

化を知れる、日本との違いを知れる、そして自分に

自信がでたことです

　一つ一つ説明していきます。語学力向上は発音、

文法を聞いて真似し会話をつくることなどを学びま

した。カナダは長い歴史を持っていないのでカナダ

らしい文化というものはありませんでしたが、学校

での生活の違いなどを知り、日本と比べると全く違

うことを自分の身で感じることができ、日本から見

る世界、世界から見る日本を考えることができました。

これらのことをすることによって、コミニケション

ができ、自然と国際交流、交友関係を築くことがで

き、自分を偽らず、素の自分で楽しむことができま

した。

　それでは今から、月ごとに私が過ごした留学ライ

フを写真とともにプレゼンさせていただきます。

　８月。家族友達、ロータリーの方々に見送られな

がら不安、緊張、ワクワク感を抱きながらこれから

始まる長いようで短い留学生活が始まりました。待

ちに待った留学に行けるといううれしさもある反

面、家族と会えなくなってしまうというさみしさも

ありました。乗り継ぎ、待ち時間を合わせて約丸一

日かけてカナダのオタワ空港に無事つくことができ

ました。オタワ空港に着くと、第一ホストファミリー

とレンフルー RCの方、そして去年日本に留学して

いた子が迎えに来てくれました。「ようこそほたる」、

「疲れたでしょ」と笑顔で迎えてくれたので、安心

して涙が出そうでした。

　私の第一ホストファミリーはロータリーのかたで

留学生を受け入れるのは私で10人目だったので私

の英語力に合わせてはじめはゆっくり話してくれま

した。DaddyのJOEとmotherのKATHYは気さくで

楽しかったです。たまによくわからないJOKEで笑

わせてくれましたがツボがよくわからずついていく

のに大変でした。ついて間もないころ、レンフルー

フェアーに連れて行ってくれました。フェアーは小

さなお祭りのようなものでよく海外ドラマや映画に

でてくるところに連れて行ってくれました。日本

のお祭りのようなものではなく、小さな敷地内に、

ジェットコースターやメリーゴーランドなどの楽し

い乗り物がたくさんありました。そのフェアーの中

ではレンフルー RCが出すハンバーガーのお店を交

換留学生としてお手伝いしました。夜までお手伝い

をしていたのでへとへとでしたが、おいしい食べ物

を買って食べたり、気さくに話しかけてくれるカナ

ダの人たちとわいわいできて楽しかったです。

　迎えた９月、この日は緊張でお腹が痛かったです。

初日はホストマザーのキャシーが車で連れて行って

くれましたが、マザーが時間を間違えてしまい、初

日から遅刻しました。それもいい思い出です。学校



初日、授業も会話もはじめは本当についていけず何

一つ聞き取れませんでしたが、フードクラスで勇気

をもって声をかけたJADAという子と友達になれま

した。そして今でも親友です。英語がわからない私

を一生懸命サポートしてくれました。おかげでわた

しの英語はぐんぐん上がり、友達の輪も広がり、留

学が終わるころには、学校の生徒ほぼ全員と友達に

なることができました。そして私が特に興奮したの

はスクールバスです。何か月たってもスクールバス

に乗ることは私の最高の自慢でした。スクールバス

に乗るために毎朝早起きしていました。時間通りに

来ず真冬は凍え死にそうでした。そして私は学校に

行くことが楽しく私にとって一番落ち着ける場所で

した。廊下を歩いていると、Hi Hota !とか What's 

up! など結構知られていたので、友達やホストファ

ミリーからはあなたは学校のスターだねと言われま

した。そのおかげかお昼タイムは毎回違う場所で違

う友達から一緒に食べようと誘われることが多くな

り、放課後、休日も遊びに誘われていました。

　そして10月、私が１番楽しみにしていたのは10

月で本場のハロウィンを楽しむ事ができました。ト

リックオアトリートは子供がやる行事だったのです

が、私の英語のクラスの先生がせっかくの留学だか

ら経験した方がいいといってくれて、サイモン先

生の二人の４歳６歳の子とトリックオアトリート

をしました。すべての家にはデコレーションがして

ありお菓子をたくさんもらえました。私は日本から

の留学生ということだったので衣装は日本のアニメ

の僕のヒーローアカデミアというコスプレをしてい

きました。トリックオアトリート中に何度か「あ！

僕のヒーローアカデミアや！」とか「アニメみて

るの！」と聞かれました。ほかにも日本のアニメ

NURUTOやドラゴンボールの仮装などたくさんの

子供たちが仮装していました。ちなみにこの二人が

私のホストシスターです。このとき私はまだ知り

ませんでした。またハロウィンなのでジャックオ

ランタンもつくりました。そのような経験はしたこ

とがなかったのでやり方や削り方などはホストファ

ミリーに教えてもらいました。また友達から一緒に

みんなで作ろうということになり誘ってもらいまし

た。日本とは全く違い、すべてがお化け屋敷のよう

な飾りつけで、だれでも敷地に入って写真を撮った

り楽しんだりできました。日本のハロウィンとは全

く違うのでいい経験ができてよかったです。

　11月は初めて友達とお泊り会をしました。シェイ

リーという女の子は日本のアニメや文化がだいすき

でやさしくしてくれました。馬と遊んだり、日本の

ホラー映画を見たり、楽しい時間はあっというまに

過ぎていきました。

　12月緊張のホストチェンジ。第二ホストはなんと

学校の英語の先生でした！じつはこの１週間前まで

知りませんでした。Kathyから聞いたときは、え、

え、先生がホストファミリーになるの、と困惑して

いましたが、私はとてもうれしかったです。４歳と６歳

の子供がなついてくれたので、ホストファミリーが

いないときはベビーシッターとして頼まれていまし

た。ハチャメチャで元気がよかったので楽しく気を

つかわず楽しい家族でした。またSimon　Familyか

らとても甘やかされました(笑)  カナダのオタワにあ

るでっかい映画館で何度も映画に連れて行ってくれ

たり、オタワでのショッピングでほしいものを買っ

てくれたり、毎週金曜日はコーラとピザで乾杯しま

した。週一は私が好きなものを食べさせてくれたり、

日本食を喜んでくれたり、、、 そしていけなくなって

しまいましたが４月には旅行でトロントに一周間行

く予定でした。

　12月はたくさんの思い出が増えました。大量に

降った雪で巨大雪だるまを作ったり、クリスマス祭

りに行ったり、ダンスパーティーで友達と騒いだり、

学校の友達からプレゼントをたくさんもらいまし



た。待ちに待ったクリスマス。前日クリスマスの準

備としてホストシスターがサンタさんに用意した

クッキーをいただきホストDaddyはニンジンを手

で豪快に折っていました。そして私はこっそりク

リスマスツリーの下にホストシスターとDaddyと

Mommyのプレゼントを用意しました。

　クリスマス当日、朝の６時前部屋の扉があき、サ

ンタが来たーーーー！とホストシスターから手を

引っっぱられ１階にいきました。とてもかわいく朝

から癒され眠気が吹っ飛びました。するとホストシ

スターがほたるのもあるよといわれ、暖炉の下にｈ

と書かれた靴下があり、なかには大量のプレゼント

が入っていました。ほかにもツリーの下に紙袋３つ

分のプレゼントが私宛でこんなにたくさんもらえる

と思ってなかったのでホストファミリーには感謝し

かありません。

　１月２月。雪が多く降りスクールバスが動かず、

ほとんどの学校が休みでした。雪が積もって足場も

悪く気温も寒かったですが、自然をとても感じるこ

とができ、野鳥も手に乗せて餌をあげることができ

ました！貴重な体験ができてうれしかったです。

　３月。新型コロナウイルスにより留学プログラム

中止、すぐ帰国するように、、、と告げられ悔しさと

悲しみでホストファミリーの前で号泣（笑）　まだ

まだこれから楽しい思い出が増えるというのに帰国

ということを聞き、本当に残念で仕方がなかったで

す。新型コロナウイルスのせいで学校も閉鎖になり、

カナダは即、外出禁止が出されました。その中でも

最後のお別れとして、友達がプレゼント持って会

いに来てくれましたがハグすらできませんでした。

また４月のイースターも日本では祝福しないため楽

しみにしていましたが４月までいられないことにな

りました。そこでホストファミリーがわたしのため

にイースターハントを速めてくれました。本来なら

イースターバニーというウサギが家にEggを隠すの

ですが、ホストシスターが代わりに隠してくれまし

た。Eggのなかにはたくさんのお菓子が入っていて、

長いフライト用にと詰めてくれました。そして３月

は私の誕生日でした。友達を家に呼んでパーティー

を設置してくれました。１回目は３つのホストファ

ミリーと、二回目は友達とし、３回目は学校でお祝

いされました。つまり３回お祝いされました。ケー

キはあまり食べないのでホストファミリーはパイと

マフィンを作ってくれました。誕生日パーティーで

は風船で遊んでげらげら笑ったりお菓子を食べたり

映画を見て爆笑したり世界のTeenagerたちは笑い

の沸点が共通なんだなと思いました。私はカナダで

過ごした１８歳の誕生日を一生忘れません。こんな

素敵なことをしてくれた家族、友達と離れると考え

ると寂しくてしかたがありませんでした。いまでも

メールのやり取りや、プレゼントを送ったりなどし

ています。

　次に向こうでのロータリーの留学生の集まりは

どんなだったか、そして日本についてをお話ししま

す。ロータリーの集まりではたくさんのアクティブ

イティーをしました。スキーやスケートまたカナダ

の有名地にも行ったり、クッキーの家を作ったり、

アウトバンドインバウンドともいい交流ができ楽し

い時間を過ごせました。最後のカンファレンスの時、

次の候補生のために自国を発表する際は浴衣を着て

一生懸命に日本のいいところなどをアピールしてき

ました。何人か日本に行きたいと言っており、ほぼ

決まった子がいましたが、残念ながら引き延ばしに

なってしまいました。来年コロナが落ち着いている

ことを願います。

　次に日本食について、現地の人の反応を見て自分

なりに★５段階評価をつけてみました。お好み焼き、

唐揚げ、味噌汁、生姜焼き、焼き鳥、焼きうどんを

作りました。

お好み焼き　自分で好きな具が入れれて美味しい！　　　

　★４

唐揚げ　味が衣にも肉にもツイてておいしい

　★３．５　

味噌汁　体によさそう　味が薄い

　★３

生姜焼き　第一ホストファミリーに豚肉は体に不調

が、、、

　★２．５

焼き鳥　大人気　アニメに出てくる　たれがおいしい

　★５

焼きうどん　おいしいけど、触感が嫌い

　★３

焼き鳥は作ったことがなかったのですが、作った

きっかけは、第二ホストDaddy が日本のアニメが

好きで昔のアニメに棒に食べ物がついているやつ

知っている？団子ではないといわれ画像を何枚か出



すと、これこれ！食べてみたいといわれたのでレシ

ピを見て作りました。

普段変色が多いホストシスターが初めて食べてみた

いと言ってくれました。　おいしかったらしく完食

したのでホストファミリーすら驚いていました。

　次に日本の文化を教えてきました。ホストファミ

リーには日本のお酒と桝を持っていきました。青い

おしゃれな瓶に入っているお酒を見て喜んでいまし

た。桝に書かれていた日本の絵画にも興味を持って

くれました。お酒を飲んだ感想は、ワインみたいだ

けど、とっても強いということでした。結構きにいっ

てくれたのでよかったです。学校では折り紙と習字

を持っていきました。ホストマザーが一時間私のた

めに折り紙時間を設けてくれ、みんなに教えたとこ

ろ、大反響でした！習字はお昼休みに披露すると、

アニメで見たのとそっくりだと大興奮し、名前を漢

字でかいてあげるととっても喜んでもらい、私も何

か書くといって、Crab って日本語で書きたいとい

われ教えたところ、結構きれいにかけていました！　

なぜカニを選んだのか不思議ですが、文化を伝えら

れてよかったです。

ご清聴ありがとうございました。

Thank you for listening,

I really appreciate that I was able to go to 

Canada as exchange student.

I will support exchange students from other 

countries or students who is going to do 

exchange.

Through my exchange, I guess it was totally 

perfect. Because as u know I had so much fun 

without trouble   but some of my friends who 

went to France Italy felt offended from March 

cuz of Covid 19 even they are not Chinese. They 

are okay though.

So, I hope covid 19 is gone ASAP.


