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長谷川修

関中央ロータリークラブ会長テーマ

「One for all, All for one.
協力しあい成長するロータリー！」

本日のプログラム

第 1988 回例会

「東海北陸道グループＩＭ」

／

2019 年 9 月 15 日（日）
担当 会長・幹事

とや、特に台湾にご一緒に訪問したことが、本当に
前例会の記録 第 1987 回 2019 年 9 月 5 日
（木）

懐かしく思いだされます。その節は、大変お世話に

卓

なりました。後ほど、
「令和元年度、関市学校教育夢

話

関市教育委員会学校教育課
課長補佐 佐賀

あゆみ様

プラン 第 7 回中学生海外研修(シンガポール研修)

テーマ

を終えて」という事で、卓話を頂戴いたします。子

「令和元年度関市学校教育夢プラン第７回

供たちが、研修を通じてどんな事を感じたのか、大

中学生海外研修（シンガポール）を終えて」
担

当

国際奉仕委員会

変興味深い内容ですので、楽しみにしております。
さて、先日のガバナー公式訪問では、お昼の例会

＊国歌「君が代」斉唱

ではございましたが、多数の方のご出席を頂きまし

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

て、誠に有難うございました。例会の後、ガバナー

＊４つのテスト唱和 Ｒ情報委員会 大藪委員長

懇親会が、関、美濃、関中央 3 クラブの 3 役と会長

＊お客様の紹介

エレクトの出席で、13 時 40 分から 15 時 30 分くらい

関市教育委員会

＊会長あいさつ

学校教育課課長補佐

佐賀あゆみ様

吉田和也会長

までの長時間にわたり、辻ガバナーからの 5 つの課
題に対して話し合うというような形で行われました。

佐賀様におかれましては、関商工

私、まだまだロータリーの理解が浅く、あまり質問

在籍中には、インターアクトクラブ

の内容が把握できず、色々と答えに困りましたが、1

顧問としてご尽力を頂きまして誠

各クラブの現在の困っていること、2 会員増強の件、

に有難うございました。先生とご一

3 ポリオ根絶についての説明、4 今回の規定審議会で

緒に、様々なインターアクトクラブの活動をしたこ

変更となった事について等色々と意見交換をしまし

た。その内容はさておきまして、最後に、5 宿題とい

様に伝えたら良いのか疑問に思って見えるようです。

う形で、辻ガバナーがどうしても、腹に落ちない事

私は、やはり職業奉仕(この言葉は今回の規定審議会

の答えを各クラブの意見として考えておくようにと

でなくなり、大枠で社会奉仕の中に入ったそうで

おっしゃられました。

す。)を通じて、地域、社会に貢献しながら、例会、

その問いは「例会の在り方と出席」についてです。

クラブが行う奉仕の事業にできるだけ積極的に参加

先ほどの規定審議会での、例会の在り方の変化に対

して自分をスキルアップして人間として成長して、

する考え方や、会員増強を重視する為の、会員資格

更に地域社会に貢献することがロータリーの目的で

や、出席に関する規制の緩和によって、ロータリー

はないのかなと思い、例会とは、その様な人間育成

の本質として変えてはいけない大切な所と、又、最

の場で、出席は職業奉仕を何より第一として、その

近の社会の様々な変化によって柔軟に対応して変え

中で無理の無いように参加する事ではないかと思い

ていかなければならない事に対する、ある意味矛盾

ますが、又追々皆様のご意見も頂戴致したいと思い

したように思われる所に、一体どちらを重視し、皆

ますので宜しくお願い申し上げます。

＊卓話

関市教育委員会学校教育課

課長補佐 佐賀あゆみ様

テーマ「令和元年度関市学校教育夢プラン第７回中学生海外研修（シンガポール）を終えて」
８月１６日から２２日までの７日間、令和元年度関市学校教育夢プラン「第７回中学生海
外研修」の引率の１人として、１２名の中学生とシンガポールに行かせていただきました。
本日は、生徒たちの研修の様子をお話させていただきます。
出発当日早朝の結団式では、
「台風で１日短くなったけれど、皆で決めたテーマ『挑戦』どおり、失敗を恐
れず、積極的に行動して学んできたい。帰国後成長した姿を見てもらいたい」と代表生徒が元気よく挨拶し、
大雨の中笑顔で出発しました。１２人の生徒のうち、海外へ行くのが初めての生徒が１１人でしたが、セント
レアでの出国手続きもスムーズに進みました。初めての飛行機で緊張した生徒も多くいましたが、約６時間の
フライトを楽しむことができました。予定が変更になり、チャンギ空港到着後すぐにホストファミリーと会い、
ホームステイが始まりました。生徒は不安そうな顔をしていましたが、ホストファミリーに温かく迎えてもら
い、一緒に写真を撮っているうちに緊張がほぐれました。事前研修では、
「自分の話す英語が通じるか」
「上手
くコミュニケーションが取れるか」等心配の声が多かったですが、楽しく過ごせたようです。後日聞いた生徒
の感想は以下のとおりです。
「家でご飯をあまり作らないと聞いていたけれど、手作りの料理を食べさせても
らえた。」「今まで食べたことのない物を食べ、公共交通機関を利用し、文化の違いを感じることができた。」
「折り紙を教えたら、喜んで遊んでくれた。
」
「写真やお土産で少しずつ打ち解け、ジェスチャーをしながら自
分から話そうと努力できた。
」
「話していることが分からなくてもやもやした気分になったけれど、精一杯努力
して分かるととても快感でした。
」
「最初はホストファミリーのスマホを使うことが多かったけれど、２日目は
ほとんど使わずに聞き取ったり話したりできた。」
「明るく話し掛けてきてくれ、温かいおもてなしを感じた。
」
「言語の壁があっても仲良くなれることは改めてすごい
ことだと思った。」「トイレやお風呂などは日本の方が便
空港でホストファミリーとマッチング

利で、日本の良さを改めて感じることができた。」
「日本
や関の紹介も、話しているうちに自信をもってすること
ができた。」
「別れがとても悲しかったが、ホストファミ
リーに感謝の気持ちを伝えることができた。」
「たくさん
交流できて良い体験になった。
」

４月中旬～

募集案内
アジア文明博物館の前庭にて

５月１８日（土）

選考試験

６月

結団式・第１回事前研修会

４日（火）

事前研修会を８月１４日（水）まで全１０回行う。
＊台風１０号のため、８月１５日（木）出発が１
文殊中学校での時間割（１年生例）

日遅れ、１６日（金）の出発になり、８日間の日
限

時間

月曜日

火曜日

1

8:00- 8:30

理科

特別授業

≪海外研修の日程≫

2

8:30- 9:00

特別授業

理科

８月１６日（金）

3

9:00- 9:30

調理実習

数学

・出発式５：１５～（関市役所市民ホールにて）

4

9:30-10:00

社会

・セントレアからシンガポールへ

5

10:00-10:30

休憩

休憩

・空港でホストファミリーとマッチング

6

10:30-11:00

数学

歴史

８月１７日（土）～１８日（日）午前

7

11:00-11:30

特別授業

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの

・ホストファミリーと過ごす

8

11:30-12:00

英語詩

歴史と水

８月１８日（日）午後

9

12:00-12:30

選択授業

英語

・ホストファミリーと午後お別れ

10

12:30-13:00

・午後、文殊中学校生徒（バディ）と交流

11

13:00-13:30

音楽

地理

12

13:30-14:00

13

14:00-14:30

14

14:30-15:00

15

15:00-15:30

・Farewell Party（お別れ会）

16

15:30-16:00

８月２１日（水）

17

16:00-16:30

・国際機関（JCC）訪問

18

16:30-17:00

程が７日に短縮となった。

アジア文明博物館、マーライオン公園、リバー
クルーズ、夕食（関市の紹介等）
８月１９日（月）～２０日（火）
・現地中学校（MANJUSRI SECONDARY SCHOOL 文殊
中学校）にて学校生活を体験

・日本企業（NTA シンガポール）訪問
・市内研修（アラブストリート、リトルインディ
ア、チャイナタウン、Gardens by the Bay）
８月２２日（木）
・シンガポールからセントレアへ
・帰国式（関市役所市民ホールにて）

休憩
休憩

特別授業
マレー博

クラブ活動

物館見学

お別れ会

ホストファミリーと別れた後は、現地中学校（文殊中学
校）の生徒と会いました。英語が通じるか、仲良くなれる
か、緊張の対面でした。最初はうまく話せず会話が続かな
い時もありましたが、相手の英語を落ち着いて聞くうちに、
だんだん慣れて会話が続くようになりました。市内研修中
のバディの気遣いが嬉しかったようです。夕食会では、生

徒が関市の紹介と自己紹介を英語で行いました。お土産を渡したり写真を撮ったりし、２日間の学校訪問が楽
しみになりました。文殊中学校訪問日の朝は、まだ薄暗い中、ホテルを 6 時 30 分に出発し、市バスに乗って
7 時 30 分からの全校朝礼に参加しました。 約 1,000 人の生徒の前で紹介していただき、教育委員会事務局長
と代表生徒が英語であいさつをしました。その後 8 時から授業に参加し、バディと一緒に特別授業を受けたり、

一般の生徒と一緒に通常授業を受けたりしました。特別授業を

郡上踊り「かわさき」

中心に見学させてもらいましたが、一生懸命授業に参加しよう
としている生徒を誇らしく感じました。６クラスに分かれてい
たため、全ての授業を見学できませんでしたが、以下が生徒の
感想です。
「授業内容は難しかったけれど、バディが教えてく
れた。ラフな感じの授業で、楽しみながら学べた。
」
「バディ以
外の友達も何人かできた。話しかけてくれて嬉しかったが、聞
くだけでなく、自分の思いが伝えられて充実感を感じた。」
「先
生からのプリント以外に、自分でまとめたプリントがあって、とてもカラフルで復習が大切だと思った。」
「食
堂ではお店がいくつもあって、メニューも豊富だった。バディにお勧めを聞いて食べたら、すごく辛くて驚い
た。
」
「クラブ活動では、バスケットボールを体験した。関市＋バディ VS バスケットボール部員で試合をした
ら、意外とよい感じでパスが回せて、３本もシュートが入った。」
「意見を言う時は挙手をせず、その場で大き
な声で堂々と発表してすごいと思った。
」
お別れ会では、軽食後、浴衣や甚平に着替えて、「茶摘」
ＪＣＣ

「Singapura, Sunny Island（シンガポールの子守歌）」を披
露し、代表生徒がお礼の言葉を述べました。以下が生徒の感
想です。「バディと別れるのがとても辛かったけれど、これ
からも連絡を取り合いたい。」
「自分から出した話題で話が広
がるのがこんなに楽しいのかと感じた。また言葉だけでなく、
視野や世界がぐんと広がったように感じた。」
「お別れ会で感
謝の気持ちを伝えることができた。歌や盆踊りを練習した成
果が出せ、皆に喜んでもらえた。」「『茶摘』や『かわさき』
を一緒に歌ったり踊ったりできて楽しい思い出になった。」

「また会おうと約束をした。バディからもらった手紙やお土産を大切
にしたい。
」
帰国前日の午前中に、国際機関である、ＪＣＣ（JAPAN CREATIVE

Gardens by the Bay
「光と音のショー」

CENTRE）を訪問しました。各国の代表が集まる時のアテンド、日本の
紹介等、スタッフや施設の役割を聞くことができました。シンガポー
ルから見た日本、シンガポールで大切にしていること（イントネーシ
ョンやコミュニケーション力）も知ることができました。午後からは
日本企業ＮＴＡシンガポールを訪問しました。
「聞いたことを『人に教
える』という前提で学ぶ、分からないことは『質問』で補う」「シンガ
ポールの強みと弱み」「頭の中の引き出しにきちんと数値やキーワード
が整理されていると、自分の意見としてアウトプットできる」等、これ
からの学習に役立つ内容を聞くことができました。
その後、リトルインディア・アラブストリート・チャイナタウンを訪
問し、買い物をしました。事前研修で学んだ英語を活かして、値切るこ
とができたようです。空港に行く前に、国立公園である Gardens by the
Bay に寄り、光と音のショーを楽しむことができました。たくさんの思
い出を胸に、無事帰国しました。

帰国式（市役所市民ホール）

関市に到着後の帰国式では、生徒が一人ずつ英語で感想を述べました。結団式から全１０回の事前研修会、
現地での研修と、生徒と一緒に行動しその成長を間近で見ることができたことが何よりの喜びです。今後は学
校や地域でシンガポールの体験を多くの人に伝え、リーダーとして活躍してくれることを願っています。今後
の活動として、全７回の事後研修会の他、１０月１９日（土）１３時から市役所６階の大会議室で「海外研修
報告会」
、１１月２日（土）
「青少年育成市民大会」で発表する予定です。お時間がありましたら、ぜひお越し
ください。
＊８月度ＩＧＭ報告
レポーター

古田育則君

＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事

日

時：8 月 29 日（木）18:30～

佐賀様、お久しぶりです。関商工高在籍中は、大変

場

所：味の孫六

お世話になりありがとうございました。本日の卓話、

出席者：7 名

楽しみにしておりますので、よろしくお願い致しま

高井良祐君、前田仁夫君、森敬君、石原妙生君、

す。

川上勉君、山田文夫君、古田育則君

・石原妙生君

①会員増強について、運営費、会費が欲しいばかり

佐賀あゆみ様、本日は御苦労様です。本日の卓話宜

の会員増強ではないか？勧誘の時の話が甘くなっ

しくお願い致します。

てしまい、すぐ辞めてしまう人が出るのではない

20 名のご投函ありがとうございました。

か？

＊幹事報告

②例会の開催時間は、私個人としては昼の方が良い
のですが、大半が夜の方が良いというお話でした。
③職業奉仕という言葉が、今回の規定審議会でなく
なり、大枠で社会奉仕の中に入ったそうで、職業
人としては、職業奉仕が軽んじられるというのは
問題ではないか？

・9 月 15 日（日）東海北陸道グループＩＭについて
集合場所・時間 関シティターミナル 午前 11 時
・せきの未来・社会貢献プロジェクト「みらプロセ
ミナー」案内チラシ配布について
＜次例会の案内＞
第 1989 回 2019 年 9 月 19 日（木）

＊出席委員会

東海北陸道グループＩＭ報告

会員数 34 名、本日の出席 21 名です。

担当 会長・幹事

