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皆さんこんばんは、本

日もご出席ありがとうご

ざいます。本日は2016-

17長期交換派遣生 竹中

詩織さんにお越し頂きま

した。9月初旬のりんく

うタウンで有りました、

帰国報告会にも参加させ

ていただきまして話を聞

かせて頂いたのですが、

本日は有田2000ロータリークラブでの卓話、よろ

しくお願いいたします。 

皆さん、日曜日から月曜日に掛けて台風通過し

ましたが被害等はなかったでしょうか!? 

日曜日、以前から約束していた用事がありまして

大阪へ出掛けていたのですが、夕方帰宅途中、泉

南インター以南高速道路が通行止めと言うことで

渋滞の中、下道で帰ってきました。海南からも初

島が通行止めで海南高原を越えて帰ってきたので

すが、雨量が凄くて山越えの道路は川のように水
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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 

が流れていまして、至る所から水が道路へ土砂と

共に噴き出していました。その間を前の車につい

て帰ってきましたが、翌朝土砂崩れで通行止めと

なっていました。巻き込まれずに帰ってこれたの

が良かったですが、一つ間違えば危ないところで

した。同日、岸和田では仕事帰りの女性の方が車

ごと流されて、翌日車と同じに発見されましたが

亡くなられていたりと異常気象時の外出は本当に

気をつけなくてはならないと感じました。 

最近、買物に出掛けたりするとハロウィーンの

仮装をした店員さんをよく見かけます。 

今日はハロウィーンについて話してみたいと思い

ます。ハロウィーンは毎年10月31日に行われる、

ヨーロッパ発祥の祭りだそうです。もともとは秋

の収穫を祝い、悪霊を追い出す宗教的な意味合い

のある行事であったそうで、11月1日、カトリック

の聖人日である万聖節の前の晩に行われる。｢All-

hallow-even｣を短縮して、Halloweenと呼ばれるよ

うになったようです。 発祥はアイルランドやイ

ギリスという説があるそうで、古代ケルト、古代

ローマ、キリスト教の3つの文化が融合して生まれ

たもので、原点はケルト人の収穫感謝祭で、それ

がカトリックに取り入れられたとされてます。古

代ケルトでは、1年は11月1日～10月31日で、新年

の1日目である11月1日に、悪い精霊や神が現れる

と信じられていたそうで、大みそかの10月31日に

は、死んだ人の魂が家族の元へ帰り、さらに悪霊

や魔女が町をさ迷うとも言われて、死者の霊や悪

霊たちが家に入らないよう、かがり火をたいたそ
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うで。伝統色は黒色とオレンジ色となっていま

す。 

現在、本来の宗教的な意味合いはほとんどなく

て、欧米、特にアメリカで、民間行事として定着

しています。カボチャの中身をくりぬき、中にろ

うそくを立てた｢ジャック・オー・ランタン｣をつ

くったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装し

て、近くの家々を訪れ｢Trick or treat(お菓子を

くれなきゃ、いたずらするぞ)｣と唱えてお菓子を

も ら っ た り す る 風 習 な ど が あ り ま す。 

 日本でも最近、アメリカやヨーロッパのような

風習は少ないですが、キャンペーンやイベントに

取り入れる会社なども出てきて、行事として定着

し始めて街中等でよく見かけるようになりまし

た。 

先日上田先生にお世話になったのですが、診察

室の中が綺麗にハロウィーンに飾り付けされてい

ました。有田2000ロータリークラブも来年度10月

の奉仕活動はハロウィーンのコスプレで行ってみ

るのも良いのではないかと思いました。以上で会

長の時間を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

●幹事報告●辻本 正成君 

◆例会変更（掲示） 

◆2018-19年度ガバナーエレク 

 ト事務所より地区委員推薦の 

 お願い 

◆久保パストガバナーより意見 

 書 

 

●出席報告● 

●ニコニコ箱報告● 
大浦輝彦君：みなさんこんばんは。先日の台風 

     は、皆さん被害はなかったでしょう 

     か。竹中様本日の卓話よろしくお願い 

     します。 

辻本正成君：竹中さん本日宜しくお願いします。 

川島信治君：詩穂さんおかえりなさい。今日はよ 

      ろしくお願いします。 

前  任君：長期交換留学生 竹中詩穂様本日有 

     難うございます。一年間の経験は生涯 

     の思い出となりますね。 

宮崎晴雄君：竹中詩穂さん本日はお越し頂き有難 

     うございます。卓話宜しくお願いしま 

     す。 

寺村公博君：竹中さんおかえりなさい。とてもい 

     い人生勉強出来たこと大変うれしく思 

有田２０００ロータリークラブ  会報 

２ 

     います。今後に生かして益々頑張って 

     ください。 

上田益稔君：竹中詩穂さん、本日はお越し頂き有 

      難うございます。卓話楽しみにして 

      います。 

 

●卓話● 
2016-17年度青少年長期交換派遣生 

           竹中 詩穂さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカのネブラスカ州オマハに一年間、留学

していた桐蔭高校の竹中詩穂です。この一年は毎

日が新しい発見の繰り返しで飽きることはありま

せんでした。楽しい思い出、苦い思い出、たくさ

ん経験することができました。帰国してから、友

達や周りの人から「アメリカどうだった？」「留

学どうだった？」と聞かれたとき紹介するのは楽

しかったエピソードです。私の頭に残っていくの

も楽しかったことばかりだと思います。けれど、

この一年私を変えて成長させてくれたのは苦くて

大変だった経験です。それらの経験を大きく学

校、ホストファミリー、Rotaryの３つに分けて話

したいと思います。 

 一つ目は学校です。一番多くの挑戦をしたのが

学校でした。現地の学生は授業中に携帯を使い、

先生の話の最中に充電をするために席を立ったり

お菓子を食べたり、車で通学をしたりとはじめは

違いばかりに目がいきました。けれど、友達がで

きて話すうちにみんなも部活を頑張っていたりテ

ストの成績で悩んでいたり、私と同じ部分もたく

さんあることに気づきました。初めの一週間は

ノートをさえもまともに書くこともできず、他の

子が授業中に終わらす宿題も家に帰ってから辞書

を片手に取り組むことが多かったです。ワーク

シートの空白を埋める前に次のスライドに変わっ

てしまい隣の子に見せてもらうことが一日で何回

もありました。先生に相談したところシニアの女

の子がTutoringといって学校が始まる前に勉強を

教えてくれることになりました。そのおかげで宿

題はもちろん、授業もより理解できるようになり

ました。自分ひとりでやりきることが一番と思い

込んでいましたが、頼ることの大切さを知りまし

た。授業も大変でしたが、一番辛かったのは、み

んなが笑っていても話すスピードが速く自分だけ

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １７名 １３名 ７６．４７％ 

１０／１４ １７名 １４名 ８２．３５％ 



聞き取ることができず笑うことができない時でし

た。しかし、だんだん共通の思い出や話題ができ

自分からも話を振ることができるようになってか

らはみんなと話す時間がとても好きになりまし

た。友達ができたことで日本では絶対習わないよ

うな言葉遣い、スラングを教えてもらったり

HomecomingやProm、フットボールの試合観戦に

行くことができたりしました。これまでの海外の

研修で現地の学校に行ったことはありましたが、

訪問者としてでした。しかしElkhorn South High 

Schoolでは一人の生徒として授業を受け、他の生

徒と同じようにテストやクイズを受けました。授

業でも当てられて発言することもできましたし、

その代わり再テストなども受けなければなりませ

んでした。このように一生徒として学校生活を送

ることができたのは１年留学する大きな魅力だと

感じました。 

 二つ目はホストファミリーです。私は３つのホ

ストファミリーと一緒に過ごしました。どの家庭

も小さな子供が大勢いて、両親は働いていまし

た。その為、学校の行事やRotaryのオリエンテー

ション、合宿があれば事前に伝えて把握してもら

わなければなりません。時間帯が悪かったり、遠

いところまで車で送ってもらわなければいけない

時はあまりいい顔はされませんでした。そのたび

少し傷つきましたが「一つ屋根の下にいるけれ

ど、相手にとって私は家族の一員のようでそうで

はない」と思うようにしました。私がくる前から

彼らには彼らの生活があって、その形にうまくあ

わせられるように柔軟に考えたり動いたりできる

ようになりました。はじめは「留学生なんだか

ら…」「せっかくアメリカに来たんだから」あれ

もしたい、これもしたいと自分のなかで欲だけが

ありました。けれど、その考えに気づいてから、

この家族の生活リズム、生活パターンに合わせて

みよう、彼らがいつもいっている場所に私もつい

て行ってみて、彼らが持っているコミュニティに

参加してみようと行動できるようになりました。

いつのまにか「これだって観光旅行では絶対にで

きないことだ」と毎日楽しめました。学校が大変

だった時もRotaryのオリエンテーションで他の留

学生と比べて自信をなくした時も安心出来る場

所、自然と笑顔になれる場所が家でした。私は

Kolb家に初めの二か月滞在し、Kollar家に二か

月、そこからまたKolb家に戻って滞在し、３つ目

のAnderson Familyに移りました。Kollarc Fam-

ilyと過ごした時間は短かったですがハロウィンと

聞くと真っ先にKollar Familyとパンプキンパッチ

に何回も行ったことや浴衣を着てトリックオアト

リートをしに行ったことを思い出します。留学生

を迎えるのは初めてだったそうですが、ホスト

ファザーが携帯で翻訳して「ありがとうございま

す」とお茶目に日本語で話してくれたり、小学校

で看護師をしているホストマザーが学校で日本に

ついてプレゼンする機会を用意してくれたりと、

ホストチェンジの不安が１日目で無くなったくら
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い優しい家族でした。Anderson Familyのお母さ

んは日本人で学校で日本語を教えています。アメ

リカのど真ん中の田舎にも日本人が働いて生活し

ていることに驚きました。Kolb Familyは毎週日

曜日に結婚している三人娘のそれぞれの家族やグ

ランドマザーが集まり夕飯を持ち寄って一緒に食

べる習慣がありました。日本では親戚が集まるこ

とは年に数回しかなかったのでとても魅力的に感

じました。ホストマザーには「結婚する時には報

告に来なさい」と言ってくれたり、「2020年の東

京オリンピックの時は日本を案内してね」と頼ま

れたり私にとって第二の家族です。当たり前です

が、Kolb FamilyにはKolb Familyのコミュニティ

があり、Kollar  FamilyにはKollar  Familyのコ

ミュニティあり、ホストチェンジをしたことで数

えきれないほどの人と会うことができました。

Kollar Familyの双子の女の子を見分けられなかっ

たり、Kolb Familyの10人の兄弟姉妹の名前を覚

えられなかったりした頃が懐かしく感じます。今

だと声を聞いただけで誰か当てる自信さえありま

す。そう考えると改めてホストファミリーとどれ

だけ長い時間を一緒に過ごしたのか実感します。 

 ３つめはRotaryです。Rotaryのオリエンテー

ションが学校とホストファミリーといるときと決

定的に違うのは「留学生」という言い訳が効かな

いところでした。学校でも家でも何かできないこ

とがあれば「しほは留学生だから」と周りも許し

てくれて、自分自身も「留学生だから大丈夫」と

いう安心感を持っていました。けれどRotaryでは

周りの学生は私と同じように母国語が英語ではな

い人ばかりです。少しでもできないことがあれば

「彼、彼女はできているのに」と落ち込みまし

た。しかし、彼らと交流していく中で決して英語

が流暢でなくても自分がこれまでに経験してきた

ことをおもしろおかしく話す人の周りに輪ができ

ていることに気が付きました。英語というのは

「一つ独立したもの」ではなく、何かを伝えて誰

かとつながる一つの手段であることを思い知った

瞬間でした。また「世界はこんなに広い」と私に

見せてくれたのがRotaryでした。それと同時に自

分が日本の代表として見られていることを実感す

る場でもありました。しかし、Rotaryがあったか

らこそ世界中の同年代のみんなと知り合うことが

できました。きっとこれから先の人生の中で、一

年間にこんなに多くたくさんの国から来た学生に

会うことはないと思います。母国語はもちろん、

育ってきた環境や経験してきたことも全然違うの

に英語でコミュニケーションをとることができる

ことに感動しました。一年でも留学する時期が

違ったら会うことができなかったと思うと一期一

会だと痛感しました。世界中に友達ができたこと

により世界で起こっている出来事が身近に自分の

ことのように思えるようになりました。近況を報

告しあえる仲間が海を越えていることは大きな財

産になると思います。Rotaryのミーティングでは

大勢の方が支えてくださっていることを身に染み



て感じました。16歳女子高生がこうやって一年間も

留学することができたことをありがたく思いまし

た。ミーティングには月に一回しか行きませんが、

毎回声を掛けてくださったりスピーチの後に感想を

言ってくださったり、50人以上の大人の方たちに囲

まれながらもリラックスできるくらい親切なみなさ

んでした。特にYouth Exchangeを担当してくだ

さっている方は「帰国の時は必ず見送りに行くよ。

一年間がんばった姿を見てきて、娘を送り出すみた

いな気持ちになるなあ」と言ってくださりました。

日本を出る前、「みんなからのバッチでいっぱいに

しよう」と活きこんでいたRotaryジャケットも気づ

けば前と裏半分はバッチで埋め尽くされました。も

ちろんバッチの数で判断することはできませんが、

確実に私の留学生活を一番象徴するものです。 

 最後に日本の家族、友達、学校、そしてRotaryの

みなさんにすごく感謝しています。辛いことや大変

なことがあっても応援してくれている人がいること

で頑張ることができました。私はもともと自分の知

らない世界を知るのが好きでした。中学に入学して

新しく教科として学んだのが英語でした。初めはた

くさんある教科のうちの一つでしかありませんでし

たが、家族が薦めてくれて挑戦した有田市のオース

トラリア研修をはじめ、学校の授業で英語だけでス

キットやディベートをしたり、プレゼンテーション

をしたりしたことをきっかけに私の中で英語に対す

る考えが変わっていきました。中学３年生の時には

英語に対して教科や勉強という感覚がなく、コミュ

ニケーションの方法の一つと考えられるようになり

ました。そして１年間学校を休んでも、学年が一つ

下がったとしても留学すると決めました。8月にア

メリカのRotaryで初めてスピーチをしたときに

「I’m not good at speaking, reading, writing, and 

listening English BUT I like English!」と言いまし

た。これからもっと英語ができるように努力するの

で今はまだ英語ができるとは言いませんが、胸を

張って英語が大好きだと言えます。私の目標を見つ

けさせてくれた家族と学校の先生方、そしてその目

標への道を開いてくださったRotaryのみなさん、本

当にありがとうございました。今は一年間で学んだ

英語を忘れないように、そして経験したことを活か

せるように通訳ボランティア、そして関西学院大学

が主催している世界市民明石塾などに参加していま

す。元国連事務局長の明石康先生をはじめ国連大

使、ユニセフ職員の方々のご指導の下、世界が直面

する問題について講義を聞き、英語でディスカッ

ションし、発表するプログラムです。講義をしてく

ださった元UNICEFカザフスタン事務局長の久木田

教授は国際ロータリー財団国際親善フェローとして

シンガポールへ留学したことがあります。ロータ

リーで留学したことで人とのつながりの輪が広がり

ました。またそれらの講義を通して、英語ができた

としても知識がなければ何もできないと痛感してい

ます。留学から帰ってきた今も「もっといろんなこ

とを知らなければいけない、いや知りたい」と強く
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思います。そう感じた時、中学３年生の時に思い

切って「留学する」と決めて、高校一年生でアメ

リカに飛び込んだことは、とても有意義でした。

次の大きなステップである大学までに約２年半あ

るからです。その間にじっくりと自分は何がした

いのか何になりたいのか見つけ出していきたいで

す。これから自分自身が「留学してよかった」と

頷けるように、みなさんに「この子を留学させて

よかった」と思っていただけるように頑張りま

す。これからもよろしくお願いします。 
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