
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ お客様   八潮ＲＣ会長   髙橋 裕様 
第９Ｇ直前ガバナー補佐       金杉 豊様 

米山学友 幹事長          謝 振宇君 

2018-19青少年交換留学生     豊嶋美咲さん 

保護者  豊嶋敦志様  由香様 

2020-21青少年交換留学希望者 秋山心虹さん 

               保護者  秋山真由美様 

◆ 会長あいさつ  飯山英彦会長        

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7 月 30 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 13,000 円 累計 97,500 円 

7 月 30 日  出 席 報 告 

会員総数 4２ 出席 16 

出席免除  9 ＭＵ  2 

出席適用 33 出席率 51.52 

７月３０日の例会記録 

 

 

 

第３５０回 例会 ８月６日 草加市文化会館 

会 長：飯 山 英 彦 

幹 事：富 永  悟 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

皆さんこんばんは、本日は２０１８-１９年度の青少

年交換留学生としてオーストリアに１年間留学されて

いた豊嶋美咲さんにお越しいただいています。１年間

の留学体験を拝聴させていただけるということで私も

大変楽しみにまいりました。 

また、来年度留学を希望されている春日部共栄中

学校秋山心虹さんとお母様がいらっしゃっています。

まだお見えになってはいませんが、伊沢浩軒さんもお

見えになるとは伺っていますが！とても参考になるお

話が伺えると思います。肩の力を抜いてお話しいただ

けると幸いでございます。 

緊張せずに楽な気持ちでお話しください。そして、例会

終了後に豊嶋美咲さんの帰国歓迎会を平城苑に場所

を移動して行いますので、今日は食事の時間を設けて

おりませんので、お弁当を用意させていただいており

ますので、お持ち帰り下さい。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９‐２０年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは世界をつなぐ 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
君が代斉唱        委員会報告 
ロータリーソング    ＳＡＡ報告 
四つのテスト          出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
会長挨拶          

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 

 
 

    

会長 飯山英彦     幹事 富永 悟 

 幹事報告      富永 悟幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告させていただきま
す。 
・会員増強維持部門・公共イメージ部門の合同セミ
ナーがございます。 

  日時  ８月３日（土）点鐘１３：１５～１６：３０ 
  会場  川口駅前 フレンディア 
  参加対象者 飯山会長 
          鈴木公共イメージ部門委員長 
          二階堂会員増強維持部門委員長 

 宜しくお願い致します。 

今後のプログラム 
8/13  休会 

8/20  卓話 会員増強について  レセプション 

8/27  暑気払い例会        レセプション 

https://illustimage.com/?dl=2855
https://illustimage.com/?dl=2855


   

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

派遣国   オーストリア、フォアアールベルグ州 

ホストクラブ  Ｄ.１９２０  レゲンツロータリークラブ 

こんばんは、２０１８-１９年度草加松原ロータリークラブ様スポンサーのもと 

オーストリアに派遣していただいた、草加南高校３年の豊嶋美咲です。 

私は昨年の夏から１年間オーストリアのほうに留学し、1年間の留学生活を終え、 

7月 8日に帰国いたしました。 

今日はお時間をいただいたので、私の１年間の留学生活をお話させていただきます。 

私は、８月６日に成田空港からチューリッヒ空港に向けて出発しました。当日は数名の会員さんが成田空港ま

でお見送りに来てくださいました。ありがとうございました。１２時間のフライトののち着いたのがチューリッヒ空港

です。皆さんオーストリアと言うとウィーンを想像すると思いますが、東部に位置するウィーンとは真逆の西部に位

置するフォアアールベルグ州です。ウィーンからは電車で９時間かかります。西部に位置するリヒテンシュタインの

北部、アルプス山脈に囲まれていて非常にのどかな所に住んでいました。湖上のオペラで有名で夏の２日間だけ

開催されるお祭りがあって、夏の期間だけブレゲンツという町は世界中から観光客で賑わう街です。 

入国して２週間は、ドイツ語強化合宿に参加しました。ここにオーストリアに留学

している学生が集まります。約７０人のグループで多くは英語圏の留学生でした。 

ドイツ語を学ぶ中、世界で一番美しい村「ハルシュタット」に観光に行ったり、初めて

の顔合わせでしたので友達を作りました。ここでの公用語は英語だったので、英語

からドイツ語の２週間となりました。合宿が終わり１週間くらいして学校生活が始ま

りました。９歳から１８歳までの８学年制です。生徒数は５００人です。数字を見ると

小規模な学校だと思われるのですがブレゲンツの中では一番の進学校と言われる 

学校に通っていました。受けていた授業は英語・ドイツ語・心理・宗教・地理・歴史・イタリア語・体育・音楽でした。

日本の学校だと朝から夕方まで授業が入っているのですが、私は比較的のんびりとした生活を送っていました。 

留学中は3つのホストファミリーの家に滞在しました。第1ホストファミリーは、皆さんご存じのマグナス君の家族

でした。ホストパパは、学校の校長で身長１９３センチ、ママは、市役所勤務、お兄さんは大学生でウィーンに住ん

でいるので長期休暇以外はいません。マグナス君は皆さんご存知かと思いますが、やさしい子です。5 か月半と、

1番長く滞在しました。一番近いお店までは、徒歩で４０分くらいかかるので日本に来ていたマグナス君は驚いたと

思います。第一ホストファミリーは私が甘いものが大好きということお兄さんがザッハトルテを焼いてくれたり、クリ

スマスの期間にはおかあさんとクッキーを作りました。お寿司もたくさん作ったり、 

とても良いファミリーでした。私の 1番大好きなファミリーです。 

ヨーロッパでは日本と比べ大々的にクリスマスが祝われます。クリスマスは 

第一ホストファミリーと過ごしました。１週間前にはドイツのフランクフルトで 

世界でも５本の指に入るクリスマスマーケットに連れて行ってもらいました。 

クリスマスディナーは「みさきずし」という名前のお店に連れて行ってもらいました。 

お父さんがわざわざ私と同じ名前のお店を探してくれました。 

第 2 ファミリーは書店チェーン店オーナーのお母さんと大手企業幹部のお父さんに、9 歳の男の子の双子がい

る４人家族の家でした。月報を見ていた方はご存知かと思いますが、ここは少し難しかったです。１周するのに５

分くらいかかる大きな庭がありました。うちの中にも大きな温水プールやサウナがあったり、リビングにグランドピ

アノがあったり、日本では想像できないくらい裕福な暮らしをしていましたが、おふたりはご職業的に忙しく、双子   

はいたずら好きで、お仕事のストレスもある中、私の面倒も見ないといけないので、私にあたることもあり、うまくい 

っていたというとウソになってしまうのかな？忙しいママとは、うまくいかない事も多く、友達と多くの時間を過ごし 

ました。お父さんは海外を転々としていて、うちにはほとんどいませんでした。 

お手伝いさんは常に２人常駐しているお家で、そういう面ではできない経験をさせていただいたのかと思います。 

私のホストクラブは、ブレゲンツロータリークラブでした。毎週火曜日は、ランチミーティングがあり、私と他の 2 人

の留学生も毎週参加していました。日本に興味を持っている方も多く、皆フレンドリ

ーに話しかけて下さいました。そのため私も毎週の楽しみでもありました。またドイ

ツ旅行にも連れて行ってくださいました。オーストリアの ロータリーは、他の国と

比べ、多くの旅行プログラムがあったと思います。 

                     問題だったのは語学でした。ドイツ語は留学前全く勉強していなかったので現地

で勉強しました。１年間ドイツ語教室に通っていました。火・水の週２回で２時間の

コースに通っていました。オーストリアは移民の方が多いのでトルコなどからの移

民の方のコースにいました。 

                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 第９Ｇ 直前ガバナー補佐 金杉 豊様  八潮ＲＣ会長  髙橋 裕様 
皆さんこんばんは、本来ですと、３月１６日にＩＭをやらせていただいて、１か月前の６月の終

わりに報告書をお持ちしようと思っていたのですが、どこのクラブさんも年度末で色々と行事が
あったり、また７月に入りますと、隣に会長がおりますが、会長の表敬訪問が最初にありますか
らお邪魔したら悪いかなと思い、うちのクラブも例会が火曜日で、夜には理事会が入っていた
り、火曜日に用事が入ることが多く、遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。  

ＩＭの報告書、出来ましたのでお持ちいたしました。皆様のお手元に届いたかと思います。昨年１年間は森前会長
と二階堂前幹事さん、またクラブの皆さんには１年間大変お世話になり、ありがとうございました。報告書、皆様の
期待通りにできたかはわかりませんが、それなりのものを作れたつもりではおります。宜しくお願い致します。 

 

１２月を過ぎたころからホストファミリーの方ともドイツ語で話せるようになりました。 

私は、すべてのプログラムに参加しました。そのため、月に 1度は 

どこかに旅行へ行っていました。 

2週間のスキーキャンプでは人生初めてのスノーボードを体験しま 

した。今までにないくらい、たくさん転びました。 

5月には、ヨーロッパツアーに参加し、22日間で 5か国を旅しました。 

そのなかで友情を深めたロータリー学生のことは、今でも忘れられ 

ない友達です。お互いの悩みを話し合ったり、ふざけ合ったりしました。 

国を超えて、お互いを理解し、友達となれたことが本当に嬉しいです。 

ユーロツアー直後に第 3 ホストファミリーにチェンジしました。家族構成は大工さんのパパと中学校で英語を教

えているママとオーストラリアに留学していた同じ年の女の子の３人家族、シスターのハナは、ロータリーでオース

トラリアに留学していましたが、ホームシックになり、早期帰国いなってしまいました。そのため私が使う予定にな

っていた部屋をハナちゃんが戻ってきてしまったので、無くなってしまい、大工さんのお父さんがウォークインクロ

ーゼットを大改造してくれて、ベットとクローゼットが置けて私が立てるお部屋の中で暮らしていました。快適とは言     

えないのですが、3 週間の滞在でした。アウトドア派なママとパパと同い年の

シスターと山登りなどに出かけました。充実した３週間になりました。 

                       ６月３０日にロータリーの最終キャンプ、インバウンドの学生がザルツブルグ

のキャンプ場に集マリ、最後のキャンプをおこないました。修了書をいただ

き、とても感動的なキャンプになりました。 

                      ７月８日にチューリッヒからウィーン経由で成田空港に向かいました。 

本来ならチューリッヒから直行便で帰りたかったのですが、予約を忘れてしま

い、ウィーンで乗り換えて成田空港に向かいました。これも大変でチューリッヒ 

からウィーンに向かう飛行機が１時間遅れてしまい、もともと乗り継ぎ時間が１時間３０分しかなかったのです。そ

れで飛行機を降りたら５分で飛行機が出ると言われてしまい、ウィーン空港をスーツケースと一緒に走りました。で

も荷物は５分で乗り換えができなかったようでした。なので身軽な帰国になりました。帰国日は数名の会員様が迎

えに来てくださいました。お越しいただきありがとうございました。 

 1年間の海外で生活をし、初めはしゃべれなかったドイツ語もしゃべれる 

ようになりましたし、他の学生との公用語は、英語なので英語のコミュニ 

ケーション能力も上がったと思います。あと海外では、自分から話しかけない 

と、自分の存在を認めてもらえない、コミュニケーション能力もより積極的に 

なったのかなと思います。また、自分のやりたいことが具体的になりました。 

今私は進路活動中なのですが、ドイツ語が勉強できる大学を目指して勉強 

しています。あと日本のすばらしさを改めて感じました。 

日本は、数分歩けばコンビニなどあるのですが、現地はなかったです。歩いて４０分の

スーパーに行くのが苦でした。短い１年間でしたが、自分が大きく変化し、成長できた

ことを大いに感じています。 

１年で覚えきれないくらい、たくさんの経験をしました。辛いこともありましたがそのすべてがかけがえのない思い

出となりました。たくさんのものを見て、知って、感じました。初めて見たものに驚いた

り、今までに感じたことのないような感情を感じ、生まれ変わったような 1年でした。 

この機会を与えて下さった全ての皆様、またそれをサポートして下さった皆様に深                  

く感謝いたします。そしてその原点となり、チャンスを下さったロータリー会員の皆様

に心より感謝を申し上げます。 

今後は ROTEX活動を通して、留学生のサポートや、留学のすばらしさを少しでも伝

えていきたいです。本当にありがとうございました。 

  

 

 

また、先週は素敵な会を開いていただきありがとうございました。焼肉美味しかったです。 

皆様にまたどこかでお会い出来たら嬉しいです。  



        

 

 

 

 

 

 

 

金杉 豊様   昨年度はお世話になりました。 
遅くなりましたがＩＭの報告書ができましたのでお持ちしました。 

髙橋 裕様   草加松原ＲＣの皆さんこんばんは、遅くなりましたが、前年度ＩＭ報告書をお届けにお伺い 
させていただきました。 

飯山 英彦会長 豊嶋美咲さん、お父様ようこそ、金杉パストガバナー補佐、八潮ＲＣ高橋会長ようこそ 
富永  悟幹事 豊嶋美咲さんお帰りなさい。今日は貴重な話をありがとうございます。金杉パストガバナー

補佐・八潮ＲＣ高橋会長ようこそいらっしゃいませ 
牛山 信康会員 豊嶋さんお帰りなさい。そして金杉さん・高橋さんようこそ、このところ、肩が痛いのでお

医者さんへ行きました。松原整形外科病院です。松本先生にお会いしました。今日は例会で
すよとお伝えしたら、ゴメンナサイと笑っていました。 

大塚 嘉一会員 父親(83 歳)の携帯に位置情報機能(ＧＰＳ)を付けました。浮気に忙しい皆さんは、位置情報
の提供には慎重に 

小笠原薫子会員 豊嶋さん留学お疲れ様でした。先月平成 30年度の決算が完了し、データのアーカイブも住ん
だところで、早速令和元年度のプランニングを行っています。夜中にクライアントチームメ
ンバーと私の日程調整をお菓子を食べながら悶々と行っているのでやせるヒマがありません 

川井 大輔会員 豊嶋美咲アさんお帰りなさい。貴重な体験だったと思います。今後のご活躍を期待しており
ます。金杉前ガバナー補佐ようこそ 

木村 博行会員 美咲ちゃんお帰りなさい！1 年間お疲れ様でした。ぜひドイツ語でスピーチを期待していま
す。グーテンターク(今日は)ダンケ(ありがとう) 

佐々木一男会員 豊嶋さんお帰りなさい。帰国報告楽しみです。 
鈴木 秀世会員 今日も暑かったですね！ガンバリましょう 
田中 和郎会員 梅雨明けは嬉しいけど、この暑さが続くと思うとうんざりです。お客様ようこそ 
二階堂祐司会員 会社の通路に生まれて間もない子猫が 1匹捨てられていました。これで保護猫 2匹目です。 
        豊嶋美咲さんお帰りなさい。お父さんもようこそ 
長谷部健一会員 豊嶋美咲さん無地帰国おめでとうございます。これからも顔を出してください。みやげ話が

楽しみです。 
松田 龍美会員 お世話になります。例会休みがちで申し訳ありません 
 

 

 
先日お話しましたが、今日改めてお話を聞いてみ
て、行ってみて辛いことや楽しいことなど色々なこと
があるということを知って、プラス語学だけでなく、
色々な国の人とコミュニケーションをとって、色々なこ
とが学べるということを今日改めて知れたので、もっ 

ともっと留学に行きたいという気持ちが強くなりました。行けることになり
ましたら、自分らしく頑張りたいので、皆さんどう宜しくお願い致します。 

 
 
 お客様ようこそ、今日は先ほどか
ら話がありましたように、豊嶋美咲
さんの帰国歓迎会を例会が終わり
ましたら平城苑で行います。参加
費は 5,000 円になりますが今から
でもご参加されたいという方がおり
ましたら参加を大歓迎いたします
ので宜しくお願い致します。 

 

8月 3日(土) 川口フレンディア 
参加者 飯山会長  鈴木会員 

長谷部会員 

7月 30日(火) 

平城苑にて 


