第 7 回例会記録（通算第 2616 回）
平成 26（2014）年８月２５日
14-15 年 度 青 少 年 短 期 交 換 留 学 生 の皆 さん、報 告 会 お疲 れさまでした ！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「手に手つないで」

来訪者紹介
（青少年短期交換留学生）

９/８ ガバナー公式訪問熊本第 4G 合同例
会＠ホテル日航熊本
９/１３ 職業奉仕セミナー＠アスパル富合
１０/４-５ RLI 第１回クラブ研修リーダー
育成セミナー＠大分

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.第１回ビジネス例会 坂本研一君
三角雄介君

平尾 龍君・喜讀栞子さん・村中綾香さん
針尾凜子さん
（保護者）
針尾君子様
の 4 選不出馬表明により不意打ちを食らった形となったため、出
馬者がなかなか出なかったようですが、まず大西県議が口火を切
り、市議の下川氏が名乗りを上げ、また、東京の青年実業家が出
会長報告（田川憲生君）

馬表明しているという段階です。あと数名出てくる可能性もなくは

皆様こんにちは。本日は熊本市長選挙について少しお話した

ないようです。最終的にどう落ち着くのかは分かりませんが、いず

いと思います。今回、熊本市が政令指定都市となって初めての

れにしろ熊本は今、非常に大きく変わろうとしている最中でござい

選挙となります。誤解されておられる方もいらっしゃいますが、中

ます。私たちも一市民として、この行方をじっくり見ていきたいと思

核市または普通都市の市長選挙ですと、大体市会議員が中心

います。

となり行うのが普通ですが、政令指定都市の市長選挙というのは
知事選挙と同じ扱いでして、それぞれの推薦・公認は党本部か
らとなります。つまり、熊本の市長選挙は今回から自民党の場合

出席報告（坂本幸樹君）

は自民党本部、公明党の場合は公明党本部、ほかの政党の場
合もそれぞれの党本部より、というような扱いになります。これま

会員数

で市会議員の方と自民党の場合は自民党県連との間で、候補

５９名

出席数
３７名

出席率

前々回
修正出席率

69.81％

８４．６２％

者選定の委員会を 5 回ほど行ったようですが、まだ結論は出て
いません。どちらが主導権を握るか、ということがひとつはあると
思います。党県連の方々は自分たち主導で決めたい、市会議

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 4名

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

員の方々は市長選挙だから自分たちが、また、国会議員の方々
は党本部でというような主導権争いがなされている状況で、なか
なか決定しないようです。今回の熊本市長選挙は、幸山現市長
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幹事報告（喜讀宣友君）

○熊本ＲＣ～合同例会のため日程変更

1.ガバナー事務所より「ロータリーデイののぼり旗（奉仕活動やイベ

[変更前] ９月１２日（金）１２：３０～

ント開催時）貸出しについて」のご案内が届いております。

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～

2.9/8（月）例会は熊本第4G 合同例会のため夜例会に変更となりま

○中央ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

す。例会前に写真撮影を行いますので、出席会員は17：30まで

[変更前] ９月１２日（金）１８：３０～

に会場集合願います。

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

3.9月の定例理事会は9/1（月）に変更開催いたします。

［場 所］ ホテル日航熊本
○05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

例会変更のお知らせ

[変更前] ９月１６日（火）１２：３０～

○城東ＲＣ～合同例会のため日程変更

[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

[変更前] ９月８日（月）１２：３０～

［場 所］ 三愛高原ホテル

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

○菊南ＲＣ～合同例会のため時間場所変更

○グリーンＲＣ～合同例会のため日程変更

[変更前] ９月１７日（水）１２：３０～

[変更前] ９月８日（月）１８：３０～

[変更後] ９月１７日（水）１３：３０～

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

［場 所］ 三愛高原ホテル

○西稜ＲＣ～合同例会のため日程変更

○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更

[変更前] ９月８日（月）１８：３０～

[変更前] ９月１７日（水）１２：３０～

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

[変更後] ９月２１日（日）７：００～

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

［場 所］ 水前寺公園

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～
[変更後] ９月９日（火）６：３０～

委員会報告

［場 所］ 県総合運動公園

●青少年奉仕委員会（倉崎保広君）

○東ＲＣ～合同例会のため日程変更

9/29（金）19：00～上通りバル Hironosuke にて青少年奉仕

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～

委員会の IM を開催いたします。議題は熊本県水球大会につ

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

いてです。濟々黌高校からも参加されますので、関係者の方

○西ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

は是非ご出席ください。

[変更前] ９月９日（火）１２：３０～
[変更後] ９月８日（月）１８：００～

●親睦活動委員会（井上雅文君）

［場 所］ ホテル日航熊本

本日の例会終了後、親睦活動委員会の IM を開催いたします。

○江南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

関係各位はご出席をよろしくお願いいたします。また、再度

[変更前] ９月１０日（水）１８：３０～

ご連絡ですが、誕生祝のマグカップ用写真を提出されていな

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

い方は提出をよろしくお願いいたします。

［場 所］ ホテル日航熊本
○水前寺公園ＲＣ～合同例会のため場所変更

スマイルボックス（園田修司君）

[変更前] ９月１０日（水）１２：３０～

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君

[変更後] ９月１０日（水）１２：３０～

台湾での短期交換留学、お疲れさまでした。この経験を今後

［場 所］ ホテルキャッスル

に活かしてください。

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更

○喜讀宣友君

[変更前] ９月１１日（木）１２：３０～

台湾短期交換留学事業に参加された皆さん、お疲れさまでし

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～

た。人生における良き経験をされたことと思います。この事

○西南ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

業を継続している熊本南 RC の歴史と伝統に感謝してスマイ

[変更前] ９月１１日（木）１８：３０～

ルいたします。

[変更後] ９月８日（月）１８：００～

○平尾豊幸君

［場 所］ ホテル日航熊本

この度の短期交換留学で長男の龍がお世話になりました。

○北ＲＣ～合同例会のため日程変更

お手伝いいただいた熊本南 RC の皆様に感謝しスマイルいた

[変更前] ９月１１日（木）１２：３０～

します。

[変更後] ９月１０日（月）１２：３０～
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○馬場大介君
先日の青少年短期交換留学事業で姪の凜子が参加させても
らいました。本日その報告のため例会に参加させてもらい
ます。貴重な思い出になったと思います。感謝のスマイル
をいたします。
○寿崎

肇君

熊本市中学生バドミントン大会が8/19無事終わりました。木
村会員の社員の皆様、中学の先生方、中央高校の生徒さんの
ご尽力とご協力の賜でした。優勝者8名はじめ、50名程の入
賞者にメダルを首にかけてあげました。嬉しそうな顔。熊本
南 RC の会長にしていただけたらよかったのにと思いました。
○木村弘訓君
今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。
◆台北短期交換留学事業報告会（山本 円君）
○針尾凜子さん

8月6日～11日の6日間、台湾へホームステイに行きました。
ホームステイ先は、前回でも会ったアンナちゃんの家でした。
私を温かく迎えてくれたのでうれしかったです。台湾に着い
た日の午後はステイ先の皆さんと地下街へ行きました。日本
と変わらない雰囲気でした。地下街ではチャイナドレスを買
ってもらいました。ピンク色でかわいかったです。2日目は
九份に行きました。千と千尋の神隠しの湯婆婆の屋敷を見に
行きました。テレビであった千と千尋の神隠しの建物とそっ
くりでした。見られてよかったです。他にも台北101や植物
園、水族館、歴史博物館、プール、夜市など、色々なところ
に観光に行かせてもらいました。私が楽しかったのは平渓
（ピンシー）です。ピンシーではランタンを飛ばしました。
ランタンに筆で願い事を書くのが面白かったです。私は「十
分幸福」と「学業進歩」を書きました。字が汚くなったけど
楽しかったです。無事に飛んで行ったのでよかったです。少
し大変だったのは自分が今思っていることや、会話の返事を
伝える時です。そのまま日本語でしゃべってしまう時もあり
ました。私は紙に漢字を書いて会話していました。少しだけ
事前に勉強した中国語が通じた時や、自分が思っている事を
つたえられた時はとても安心しました。今回の台湾ホームス
テイは、最初不安でした。だけど、一緒に行った5人の先輩
たちとも仲良くなれたのでうれしかったです。とてもとても
いい経験になったのでよかったです。このような機会を与え
ていただいて、本当にありがとうございました。
○井上雄孔君
今回、自分は熊本南RC様に台北大同RCへ交換留学生として、
5泊6日の旅に出させてもらいました。自分は学校の英語のテ
ストの点もよくなくて、リスニングも全くできなかったので、
台湾で5泊6日も生活できるか心配でした。なので、７月から
毎日リスニングと発音の練習を行い、台湾へ行く前には2時間
だけ英会話の授業を受けてきました。リスニングなどの練習
を行ったせいか、英会話の先生からは発音や聞き取りはしっ
かりできているので、5泊6日程度なら大丈夫だとお褒めの言
葉をいただきました。そのおかげか、ホームステイ1日目から
不思議と緊張はしませんでした。自分を受け入れてくれたホ
ストファミリーはオレックス家で、家族構成は父のオレック
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ス、妻、息子のズイコウ、娘のズイセツ、娘の彼氏のソウヘ
イという構成でした。最初は家の中に普通に娘の彼氏がいる、
しかも娘と同じ部屋に寝泊まりしていたので驚きましたが、
台湾では普通だと言われました。日本ではそういう環境は絶
対に見られないと思います。オレックスの家はマンションの
11Fと12Fの全フロアを使ってある、とてもハイクラスな建物
でした。そこには私専用の部屋、テレビ、トイレ、シャワー
がありました。台湾の家ではみな、自分の部屋の中にそれぞ
れのトイレ、シャワールーム、テレビがあるそうです。言語
の次に心配していたのは食事です。なぜなら、自分は胃腸が
弱いからです。食事はオレックスが中華が大好きで、毎日絶
対中華しか食べない方でした。自分は毎日整腸剤を飲んでい
ましたが、それでもおなかを壊していました。なので、お腹
は空いているけど食欲がなく、あまり食べないことが続いて
いたので、オレックスから少食な人だと言われました。キッ
チンなどを見て回りましたが、オレックス家の人は毎日外食
なんだなと思いました。しかも食べに行く所はどこもハイク
ラスな店ばかりでした。一体どんな仕事をすれば毎日外食が
できて、マンションの2層を独占できるのか気になって聞いて
みたところ、オレックスは元銀行のトップで現在は隠居の身
だそうです。なので、恐ろしく貯蓄があるのだと思います。
大同RCの社長は大企業の社長をしているそうで、台湾ではか
なり有名だそうです。家の中にプールがあるフレッシュさん
はクリーニング屋の社長だそうです。家にあるプールは学校
のプールよりも大きかったです。台湾の人は運転がかなり荒
く、タクシーの運転手でさえ下手すれば大事故を起こしかね
ない運転ばかりしていました。バイクに二人乗りさせられた
時は事故にあうかと思いました。予想通りの荒い運転は最初
は恐怖でしかありませんでしたが、次第に楽しくなりました。
聞けば車の値段は高く、普通の人はバイクしか買えないそう
です。オレックスは車2台、バイク2台持っていたので、やは
り大富豪だと思いました。オレックス家の人たちはみんな日
本のアニメが大好きだったので、すぐに打ち解けることがで
きました。今回、5泊6日などあっという間に感じるほどに濃
密な時間を過ごすことができましたので、また再来年ももう
一度今回のメンバーでホームステイに行けたらと思います。
本当に熊本南RCの方々とオレックス家、大同RCの方々に感謝
しています。ありがとうございました。
○平尾

龍君

僕たちは8月6日～11日の6日間、台湾にホームステイしま
した。僕は海外へ行くのは初めてだったので、行くと聞い
たときはものすごく楽しそうと思いましたが、僕の英語力
で6日間、台湾で不自由せずに暮らしていけるかが心配でし
た。そして前日は台湾のことを色々と考えてしまい、ほと
んど寝ることができませんでした。そして朝になり、バス
に乗り飛行機に乗り台湾へ向かいました。この6日間全部楽
しかったですが、特に楽しかったことを二つ言いたいと思
います。まず一つは3日目の台北101という台湾一の高層ビ
ルに行きました。最初に驚いたのは人の多さです。台北101
は台湾でも有名な観光地なので、色々な外国人もいました。
そして台北市内を一望できる場所に行き、景色を見ました。
その景色はものすごく感動的で、ずっと見ていたいと思い
ました。台北101から見る台北市内はとてもきれいでした。
特にびっくりしたのは台湾のタクシーが黄色なのですが、
台北101の上から見ると黄色のタクシーがいっぱいありま
した。ものすごくきれいでよい思い出になりました。二つ
目は5日目に豪邸のプールで泳いだりビリヤードをしたこ

とです。プールではみんなと一緒にボールの当てあいをし
たり、泳ぎの勝負をしたりしました。勝負は大学生が2人い
たので勝つのは難しかったです。ビリヤードは生まれて初
めてだったので、ルールが全く分からず、思ったようにボ
ールがいきませんでした。最終的にはルールを無視してし
ました。初めてのビリヤードは思っていた以上に難しかっ
たですが、頭を使うので楽しかったです。僕はこの6日間、
よい経験をしました。まずは文化の違いです。台湾では朝
ご飯は家で食べずどこかに食べに行くことを知りました。
僕は毎朝色々な店に連れて行っていただき、その料理もす
ごくおいしくて、毎朝どんな食べ物が食べられるのかわく
わくしながら起きていました。それと、これは日本もした
ほうがいいと思ったのは、信号が全部カウントダウン式で、
これは便利だなと思いました。僕は6日間で台湾が好きにな
りました。みんなフレンドリーで、いつもみんなから声を
かけてもらいうれしかったです。それと同時にもっと英語
が話せればもっとよい話ができるのになと思いました。今
回こんなによい体験ができて本当に良かったです。この経
験を活かし、これからの人生に活かしていけたらよいなと
感じました。今回のホームステイに携わってくれた皆さん
に本当に感謝しています。一緒に6日間行動した5人にも本
当に感謝しています。ありがとう。

6日で台湾の人達の心の広さを感じ、学ぶ事が出来ました。
最後になりましたが、短期青少年交換台北6日間に参加させ
ていただきありがとうございます。熊本南ロータリーの皆
様、引率していただいた皆様に心より感謝申し上げます。
○喜讀栞子さん

初めての海外旅行は準備から大変でした。パスポートを
もらうのも必要なものを買い揃えるのも楽しかったです。出
発の前日は楽しみで中々寝られませんでした。家を出発して
台湾に着くまでは意外と短く感じました。台湾の町並みは熊
本と違って高いビルがある中に、お寺のようなものがありま
した。だけど見慣れた店もあり、少しうれしくなりました。
台湾の方たちはみんな親切で、私たちを笑顔で迎えてくれま
した。あまり日本語が通じなくて焦ったけど、ジェスチャー
で何とか乗り切りました。2日目に九份という所に行きまし
た。千と千尋の神隠しの世界に入ったような気分になれまし
た。かわいい小物や、きれいな置物などがたくさんありまし
た。そこで食べたご飯もおいしかったです。台湾のご飯はど
れもおいしく、特に北京ダックがおいしかったからまた食べ
たいと思いました。色々な場所に連れて行ってもらい、色々
な体験をすることができました。ホストファミリーと家で過
ごす時間はあっという間に過ぎます。一緒に映画を観たり、
ゲームをしたり、お喋りをしたりと、すごく楽しかったです。
5泊6日という短い間だったけど、すごく仲良くなれたし、た
くさん思い出ができたから別れる時は悲しかったです。この
6日間は一生忘れられない思い出です。本当にありがとうご
ざいました。

○倉崎大志郎君
私は、短期青少年交換台北6日間で様々な経験をすること
が出来ました。私は国外に出ることが初めてのことで楽し
みの反面不安もありました。私は現在大学で台湾の歴史や
文化について勉強しています。ですから、実際に台湾に行
って台湾を肌で感じる事が出来たことは誠に光栄なことで
あり、またとないチャンスだと思いました。台北に到着し
て私が始めに感じたことは、海外ブランドのテナントや高
層ビルが多いことでした。まるで東京にいるみたいで台湾
が身近に感じました。又、台北には日本のコンビニ、食べ
物、洋服、アニメのキャラクターのお店がたくさんあり台
湾の人達は日本が好きだということを探索しているうちに
知る事が出来ました。私のホストファミリーはルイスさん
という方で娘さんが3人の計5人家族でした。ルイスさんは
お茶屋さんを営んでおり夕食を済ませた後はティータイム
が必ずあり、ルイスさん手造りのお茶を家族全員で飲むの
が習慣でした。台北の気温と湿度が高かったせいか私は毎
日お茶を飲んで代謝が良くなりよく汗をかいていました。
私の家が畳屋で、畳とお茶はセットの様なものなので凄く
親近感が湧きました。毎朝、朝食にはマンゴーとドラゴン
フルーツが出てきてあまり食べることが出来ないのでとて
も満足できました。台湾の言語は中国語、もしくは英語で
す。日本で勉強した英語の発音と微妙に違ったので理解す
るのに苦労しました。わからない時は、ジェスチャーやキ
ーワードとなる語句を言ってなんとか乗り切りました。し
かし、3日程経つと徐々に英語も慣れてきて相手が何を言い
たいのかスムーズに聞き取る事が出来る様になりました。
英語に慣れてきたのはいいですが今度は日本語が上手に話
せなくなりました。台湾の料理は日本料理と比べて味が薄
かったです。それに台湾の店の料理の匂いはとても独特な
匂いがしました。この独特の匂いは最終日になっても慣れ
る事はありませんでした。私は、ルイスさん家族と夕食を
食べるときに日本との大きな違いを見つけました。それは、
主菜と一緒にデザートを食べる事です。日本ではデザート
は普通全て食べ終わった後に食べますが、同時に食べてい
たので少し戸惑いました。一方で、日本と似ている点もあ
りました。それは温泉の外観や内装です。3日目に温泉に行
ったのですが、外観は少し落ち着いた雰囲気で内装はサウ
ナや水風呂もあり硫黄の匂いがして日本と変わりない程で
した。台湾の人達は皆親切で、思いやりがありいつも笑顔、
そのような印象を受けました。これは言葉で言うのは簡単
ですが実行に移すことは容易ではありません。私はこの5泊

○村中綾香さん

前日の夜は眠れないほどとても楽しみでした。しかし、初
めての海外、初めてのパスポート、初めての飛行機、初めて
会う人、何もかも初めてで、不安な部分もありました。ホー
ムステイ先はゴールデンさんの家でした。ご夫妻と大学生、
高校生の4人家族でした。まず驚いたことは、「いただきま
す」、「ごちそうさま」の習慣がないことです。私たちが当
たり前のように言っていることは海外では普通ではなかっ
たのです。日本と台湾の習慣の違いというか、車の右側走行
や食事とか驚くことばかりでした。一番印象に残っていて、
とてもおいしかったのが北京ダックです。日本ではなかなか
食べられない高級料理なのでたくさん食べました。寺院を見
学した時、鮮やかな色使いに圧倒されました。伝統的な文化
がまだしっかり残っていてすごいなあと思いました。台湾の
生活に触れ、多くのことを学ぶ、とてもいい経験になりまし
た。本当にありがとうございました。また、再来年も行きた
いです。
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