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１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 「四つのテスト」唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 

「インターアクト台湾研修の報告」 

IAC 尾島 亜美 様 

１２． 点 鐘 

 

〈桐生第一高等学校 インターアクトクラブ〉 尾島 亜美 様 

〈          〃          顧 問〉 西尾 仁美 様、阿部 はるの 様     
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誕生祝 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
《予 定》 

5/9：例会終了後  第１１回定例理事会 

 

5/10：桐生５RC 会長会（美喜仁 18：30） 

次年度委員長会議（桐生倶楽部 18：30） 

5/11：家族会旅行（観劇） 朝 7：30 出発 

5/16：例会変更（清掃例会） 

5/23：早朝例会（鳳仙寺 7：00 点鐘） 

クラブ協議会（美喜仁 18：30～） 

（新旧委員長引継ぎ） 

幹事報告 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお

ります。 

・次週 16 日(月)の例会は、先日 FAX でご案内させてい

ただきました通り、清掃例会とさせていただきますので、

桐生倶楽部での例会はありません。23 日(月)の例会は、

早朝例会ですので鳳仙寺にて午前７時点鐘となります。

お間違えのないようお気をつけ下さい。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、

理事役員の方々は、ご出席よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 5 月 9 日) 

総員 66 名：出席 42 名 

平成 23 年 4 月 18 日例会修正出席率：83.87％ 

ニコニコボックス 

塚越紀隆君…GW 期間中どこにも出掛けませんでした

ので／阿部高久君…昨日の桐生倶楽部のガーデンパ

藤井 征夫君 45 年 疋田 博之君 43 年 
竹内 康雄君 50 年 阿部 高久君 47 年 
坪井 良廣君 35 年 山崎 達也君 34 年 
藤江  篤君 31 年 近藤  一君 30 年 
吉田 栄佐君 29 年 月門 快憲君 29 年 
森  末廣君 22 年 前原  勝君 19 年 
立澤 俊明君 19 年 木村 洋一君 14 年 

奥澤 公慶君 70 歳 
吉田 栄佐君 56 歳 

ようこそビジター 



 
ーティーでは坪井さんをはじめ水越さん、桑原さん、山

上さんにお世話になりました／大友一之君…桐生第一

高等学校インターアクトクラブ尾島さん、先生方をお迎

えして。／疋田博之君、吉田栄佐君、佐々木裕君、坪

井良廣君、前原勝君、藤井征夫君、藤江篤君、木村洋

一君、月門快憲君、立澤俊明君…結婚祝／吉田栄佐

君…誕生祝 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

１） なぜ海外研修に興味を持ったか 

  一番最初、何も知らなかった頃に海外研修があると

聞いて、私は国際ボランティアを想像しました。 

中学の頃から発展途上国（開発途上国）を支援している

人を“かっこいい”と思っていたため、その手助けを出来

たら素敵だないう勘違いから台湾研修への興味が膨ら

みました。その時は、研修先もよく知らなかったので、ア

フリカのとある国へいくのかと思っていました。 もちろん、

そんな支援の技術も医療などの知識もないのですが、

そういう仕事をしている人の手助けができたらとすばらし

いと思い、興味を持ちました。 

 しかし、海外研修が台湾と聞いて、よく分からないけれ

ど、中国と似ている国なので、最近発達して生きている

国だというイメージがありました。初めは勘違いから興味

を持ったのですが、「どんな国なのかな～」と好奇心が

沸きました。 

 

２） 事前研修 

  事前研修は 2 月 26 日（土）に県庁で行われました。

そこでは台湾での群馬県側の出し物の話し合いをしま

した。提案の中にディズニーの“Ｉｔ‘ａ ｓｍａｌｌ ｗｏｒｌｄ‘と

いう歌の日本語版や英語版のコーラスやＡＫＢ４８の”大

声ダイヤモンド“のダンス、日本の伝統的なソーラン節と

いう意見がありました。ダンスやソーラン節は沢山練習を

しないと合わせるのが難しいので、正直不安でした。”

一人だけズレていたらどうしよう“”間違ったら目立つだ

ろうな“という気持ちと裏腹にソーラン節を踊ってみたい

という好奇心が膨らみました。 けれど、ソーラン節は半

数以上の人が小学校の運動会などで経験したことがあ

ることを知り、私は経験がなかったので不安でいっぱい

になりました。その時は、残念ながら自分の気持ちを発

言することが出来ませんでした。 

 そんな中に、「ジェンガ」という意見が出てきました。

「ジェンガ」の内容は歌に合わせて、体を動かして最後

にじゃんけんをするゲームです。私の最初の印象はソ

ーラン節よりも簡単で、しかも楽しそうだと思いました。又、

保育園の時によくやった電車ごっこのようで、アイデア

はとてもいいと思いました。しかし、国際交流なので、日

本らしさがなくこんな感じのもので大丈夫なのかと心配

になりました。 

 この事前研修を通して、初めてみんなが会ったとは思

えないような中身の詰まった話し合いが出来ていて凄い

と思いました。現在のインターアクト部とまったく違って

おり、いつかこのような話し合いが出来たらいいなと思い、

私も自分の意見や気持ちを素直に発言できるように成

長したいと思いました。この研修に参加していよいよ台

湾へ行くモチベーションが上がりました。 

 

 

３） 台湾での活動 

  台湾へは 3 月 24 日（木）に出発しました。私は、飛行

機は初めてで前列のシートにテレビがついていて驚きま

した。飛行機の旅は、イメージしていたより楽しめなかっ

たです。窓側の席ではなかったので景色や空を眺めな

がら、多少は騒げるのではないかと思っていました。 

  台湾へ着いて最初に感じたのは意外に日本と似て

いることでした。見た目はアメリカ人やヨーロッパ人のよう

に外見では区別ができません。話さなければ、日本人と

間違えてもおかしくないと感じました。 

そして、バスはまったく違っていました。日本と違いとて

も派手でした。又、バスの階段数もかなり多く感じられま

した。景色は日本と違っているのですが、「ケンタッキ

ー」、「マクドナルド」、「ユニクロ」、「ファミリーマート」など

海外や日本の有名なお店が沢山ありました。見慣れた

漢字とはいえ漢字だらけなので「台湾へ来たんだな～」

と実感が沸きました。 

 台湾の食事は、かなり量が多いことです。回転テーブ

ルには次から次へと沢山の食べ物が置かれてびっくりし

ました。そして、食事の後に夜市へ行きました。夜市は

日本の屋台が多くあり、まるでお祭りみたいでした。これ

が日常風景というのが驚きました。洋服が安くて買おうと

思ったのですが、すぐに縮んでしまうと聞いて買いませ

んでした。ここで、日本との違いを感じたのは物価です。

日本は物価が高いとは聞いていましたが、実際に体験

してこんなに高いのだと感じました。 

 二日目は故宮博物院へ行きました。ここはルーブル美

術館や大英博物館と並び称される世界有数な文化の

殿堂です。宋、元、明、清時代の宮廷における豊かな

お宝が約 65 万 4,500 点が収蔵されています。建物はか

なり細かい作業が職人さんによってほどこされており感

動しました。建築物や展示品は、大仏や土器などがあり、

日本と似ている文化であることを改めて知りました。しか

し、博物館や美術館で感じたことは、台湾と日本のマナ

ーの違いです。日本ではこのような場では静かに観るの

が当たり前ですが、台湾の人は並んだりしても、前の人

を強く押したり、大声で話をしていました。 

 そして、お寺にも行きました。そこでは沢山のお供え

物があったのですが、見たことないお供え物でした。出

産のお供えなどは決まっているようで、日本との違いを

感じました。鬼瓦は日本とは違いとても派手でした。まる

で沖縄のようでした。 

 そして、最後に忠列祠へ行きました。忠列祠とは辛亥

革命や対日交戦で命を落とした約 33 万人の軍人の英

霊を祀ってあります。日本が悪いことをしてしまったのだ

と感じました。とはいえ、ここは階段がかなり多く、登るの

が大変でした。そこでは毎朝、少林拳をしているそうで

す。日本ではほとんど見ないので、やってみたくなりまし

た。この中で一番印象に残っているのは人間です。衛

兵が二人向かいあっているのですが、二人ともまったく

動かなかったので、始めは置物かと思ってしまいました。

しかし、人間と知りびっくりしました。 

 3 日目はホームステイ先の方と台北に行き、買い物を

「台湾研修報告」         

桐生第一高等学校 
尾島 亜美 様 



 
しました。ホームステイ先の家族はお父さんとお母さんと

子どもが 3 人いました。そのうちの一人が私と同じ年でし

た。この家族はとてもやさしかったです。親切で、フレン

ドリーでした。ホームステイ先の子が友だちを沢山よん

でくれ、多くの人と交流ができました。しかし、中国語と

英語が殆どできなかったので何を言っているのか分かり

ませんでした。その時になって「もっと英語を勉強してい

ればよかった」と思いました。台北は、群馬よりかなり都

会でした。お店がたくさんあって、東京とにている印象を

受けました。 

 

４）  台湾で何を学んだか 

 台湾では日本と違う文化を学んだように思います。台

湾の夜市は夜遅くまでやっていたのですが、子どもでも

夜遅くまで遊べることを知りました。そのため、台湾の朝

は遅いようです。とても羨ましかったです。お昼もお昼寝

タイムがあると聞きました。お昼寝をすると仕事の効率や

集中力が上がるからだそうです。15 分くらい寝られるよう

ですが、日本の学校も台湾で見習ってお昼寝タイムを

作って欲しいと思いました。 

 食事については日本の料理よりかない油っぽいもの

が多かったです。そのためかは分かりませんが、食後に

お茶に飲むのが健康の秘訣だそうです。しかし、そのお

茶もかなり砂糖が入っておりとても甘かったです。同じ

お茶でも甘くして飲むお茶は初めてだったのでびっくり

しました。 

 日本とはかなり近い台湾でもこのように文化が違い、

本や教科書では分かっていたつもりなのですが、実際

に体験してみるのとは違うことを強く感じました。 

 そして、研修では日本人の仲間の中にリーダーシップ

のある人がいました。その人は、必要とあらばすぐに声

を出して、みんなをまとめていました。その仕方に工夫

があるのだと気づき、驚きました。また、団長においても、

とてもユーモアのある人で色々な場面で盛り上げるのが

上手な人でした。それ以外にも私は他校と違い、一人

でこの研修に参加をしました。そのため、話かけてくれ

たり、心配をしてくれとても優しかったです。 この研修

では文化の大切さを学んだこともありますが、このように

日本人のすごさを学べたように思います。 

 今回、私は研修に参加をして要望があります。それは、

私は桐一から一人で研修に参加をしました。 

一方で他校は、複数で参加をしていました。そのため、

寂しく感じました。そこで、次回からはもっと同じ研修生

と交流する機会を増やしてもらいたいと思います。そう

すれば、一人で参加をしても現地ですぐに打ち解けら

れたのではないかと思います。もしくは、時間を長くして、

生徒同士が交流できる時間があると良かったです。 

最後に私は、地震のすぐ後の研修だったので、行け

るかどうか心配でした。台湾の人々が「地震、大丈夫だ

った？」と心配をしてくれました。台湾でも地震の映像が

流れていました。それを見て、地震の凄さを改めて感じ

ました。 地震があってから、私にも何かできるのではな

いかと考えました。今は、インターアクト部で募金活動を

長期的に行う予定でいます。このように研修を通して私

は、少しは成長ができたと思います。このような機会を与

えて下さった方々に感謝をしています。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

家族会旅行 
2011 年５月 11 日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食は、星福銀座本店にて、薬膳料理を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌舞伎 鑑賞 
(新橋演舞場にて) 



 
 桐生 RAC 東日本大震災災害支援活動報告 
            桐生 RAC 会長 須永 達也 

 
3 月 11 日に発生した東北関東大震災におきまして、亡

くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申

し上げます。また、桐生ロータリークラブの皆様におかれ

ましては平素より、当クラブの活動に多大なるご理解、ご

協力を賜り会員一同厚く御礼申し上げます。 
さて、早速ですが震災からの当クラブにおける災害支援

活動についてご報告申し上げます。 
以前より当クラブでは、桐生市ボランティア協議会様・

災害ボランティアネットワーク桐生様などと交流があり、

自主防災会などの災害シュミレーション訓練に参加して

経験を積んで参りました。震災発生から直ぐに関係団体と

連絡をとり、3 月 20 日に茨城県大洗町に８００食の炊出

し支援に６名（桐生 RAC３名・大田 RAC１名・藤岡 RAC
２名）の地区内アクターと共に活動しました。その後、現

在までに４回活動し南三陸、気仙沼、石巻へ延２１名の地

区アクターを被災地へ派遣しております。活動の際にはい

くつかのルールを決め、自己の安全確保を最優先しており

ます。１．活動の前に避難ルートを確認する。２．現地で

行動する際は最低 3 名（緊急時に付き添う人・助けを求め

に行く人）で行動する。３．リーダーを決めその指示に従

う。「今私たちにできること」を模索する中で、次世代の

リーダーを養成するアクト活動の一環として実際に被災

地に赴き自らの五感で感じ判断し対応するスキルを身に

つける為、今後も最大限のリスク対策を講じて活動を続け

て行きたいと思っております。 
 
～以下 5 月 14・15 日石巻での活動参加者感想～ 

高崎北 RAC 畑中美樹  
今回は初めてのボラ

ンティア参加という

ことで実際に被災地

を目にしてまだまだ

手付かずの状態で復

興にはかなりの時間

が掛かるなと思った。炊き出しをまだまだ必要とする人が

たくさんいる事に継続してボランティアをしていく必要

がある。ボランティア団体に参加させてもらい、貴重な経

験ができました。ありがとうございました。土日休みがな

かなかとれないんですけ ど、参加できるときはしたいと

思ってます。 
高崎北 RAC 木内智美 原発のニュースが増える中、少し

影に隠れてしまってきた津波の被害の深刻さを目の当た

りにし、がく然としました。でも、その中でしっかり歩ん

でいる現地の方々の強さに驚きました。元気になってもら

おうと思って行った私が、逆に元気づけてもらった気がし

ます。被災地の方々が心の底から安心して、笑顔になれる

日まで応援し活動に参加して行きたいと強く思いました。

今回、ボランティアに参加させて頂いた事を本当に感謝し

ています。 
藤岡 RAC 大塚 ともみ 私は 2 度目の参加で、前回は大洗

への炊出しに参加しましたが、どちらも被害は深刻なもの

でした。メディアでは、被害が大きい南三陸町や原発の問

題が中心に取り上げられますが、その周辺地域でもライフ

ラインが途絶えている、身近な方が亡くなられる、といっ

た大変な被害に遭われる方もいらっしゃいます。今回の震

災で「自分で直接確かめる」事や「現地の方の声を聞く」

事がとても重要であることを実感しました。今回の地震は

身近な場所で起こったものであり「自分にできる最大限の

ことをしたい」と思っていた折に、桐生 RAC の須永さん

よりボランティアの案内を頂きました。このように現地に 

 
 
 

出向いて支援が出来る

ということをとても感

謝しています。支援の形

は様々ですが、今後も私

は現地へ赴き自分の身

を以て支援をしていき

たいと思います。 
 
 
 
 
 

OBOG 会会長 奥原貴之 今回初めて被災地へボランティ

アに行くことができました。最近では被災地の報道は減っ

ていて状況もよくわからないまま訪れました。今回は炊き

出しということで避難所以外は目にすることができませ

んでしたが、道中目にしたのは瓦礫の山やゴーストタウン

と化した被災地でした。今後は直接復興に関われる泥かき

や瓦礫撤去など幅広く自分が必要だと思える関わり方で

ボランティアを続けていきたいと思います。 
高崎北 RAC 地区代表 久保田 翔 震災発生後から約 2 カ

月が過ぎようとしています。連日のテレビでは、原発のニ

ュースが中心。被災地や被災者についての情報は少なく、

ただ、情報のみしか現状が分からないでいました。そんな

中で、今回被災地での炊き出しへ参加させていただく機会

がありました。自分の目で現実を確かめると、想像以上で

した。今もなお、避難所で一生懸命生活をしようとしてい

る姿を見て、感動しました。私たちの生活が充実し過ぎて

いる事に情けない気持ちでいっぱいです。一人ひとりが意

識を持って震災に対して取り組む事は沢山あると思いま

す。自ら肌で感じてもらいたいと強く感じました。 
桐生RAC 宇塚 誠 今回で3回目の炊き出しボランティア

に参加させていただきました。被災地の様子はテレビでの

報道で分かっていましたが、実際に目の当たりにすると言

葉にならないぐらいの衝撃を受けました。そんななか被災

地の方々は長期の避難所生活で大変にも関わらず炊き出

しに行った私達に『美味しかったよ、ありがとう』と暖か

いお言葉をかけて頂きました。私達一人一人に出来ること

は小さいことかもしれませんが、少しでも出来ることを行

い早く復興し、みんなが笑顔で生活出来るようになれば良

いなと思いました。 
 
※活動実績 ・3/20 大洗 6 名・4/2.3 南三陸 5 名 

・4/22.23 気仙沼 2 名・5/13.14 石巻 8 名 
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