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▶︎ゲスト：八戸工業大学第二高等学校
　インターアクトクラブ顧問　太田芳明先生
　インターアクトクラブ生徒
　　中城里奈さん、大関紗有和さん
　　髙橋美妃さん、遠藤芽依さん
　　佐々木あき乃さん、清野きりかさん

　　　　　　　　先週の土曜日に南グループ
　　　　　　　のIMが行われまして、八戸
　　　　　　　ロータリークラブから10数人
　　　　　　　と寂しい参加ではありました
　　　　　　　が、十和田八甲クラブの方の
講話とその後の懇親会を楽しまれたと思いま
す。詳細はこれから報告があると思います。
　今日のメインは八戸工大二高インターアク
トクラブのアクトの翼の報告があります。ア
クトの翼は2830地区独特の行事で、今年の田
中ガバナーがずっと昔から尽力されていた行
事です。この数日間のホームステイで皆さん
変わってきたのではと思っていますので、今
日はその辺をインターアクターの皆さんから
お聞きしたいと思います。

地区優秀インターアクター表彰：
・ガバナー表彰　　　　中城里奈さん
・地区IA委員長表彰　大関紗有和さん
・地区IA委員長表彰　髙橋美妃さん

　　　　　　　〇ロータリー手帳の申込み希
　　　　　　　望がきています。Aテーブル
　　　　　　　から回しますので、必要かど
　　　　　　　うかを〇か×でご記入お願い
　　　　　　　します。

親睦・会場委員会　　　　　　浜谷英幸委員
◦誕生祝　荒谷達也さん
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　　　　　　　◦奥様誕生祝　松本剛典さん
　　　　　　　小林幹夫・夏川戸　斉さん
　　　　　　　　インターアクターの皆さん、
　　　　　　　　本日はよろしくお願いします。
　　　　　　　橋本八右衛門さん　祝、八戸
えんぶり開催。期間中、直売所で色々やって
ますので、お立ち寄り下さい。
山村和芳・佐々木泰宏さん　ニコニコデー

₂／11開催　南グループインターシティー・
ミーティング出席報告　　　　石橋信雄さん
　　　　　　　　IM(インターシティ・
　　　　　　　ミーティング）とは、近隣都
　　　　　　　市の数クラブが集まって開か
　　　　　　　れるロータリーの会合。討論
　　　　　　　の主な内容は五大奉仕部門を
カバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラ
ムなどを検討することである。クラブ会員全
員参加のこの会合の目的は会員相互の親睦と
知識を広めることであり、会員にロータリー
情報を伝え、奉仕の理想について研修するた
めに開催されるものである。
　今回は「奉仕活動がもたらす未来」という
ことで開催されました。セレモニーの後に討
論会、講演会、懇親会という一連の流れでし
た。参加者は南グループの各クラブメンバー、
田中ガバナーをはじめとする地区役員の皆さ
ん、八戸聖ウルスラ学院、八戸学院光星高等
学校そして八戸工業大学第二高校インターア
クトの皆さんに来ていただいて、一緒に勉強
したということです。
　八戸クラブからは15名が参加でした。久し
ぶりに開催されたIMということで、多くの
皆さんが集まりました。講演会の内容は演題
は「十和田こども食堂実行委員会の新たな支
援の取り組み」、十和田八甲ロータリークラ
ブの水尻かずゆきさんが講演されました。ま
だ45歳の若い方でした。青年会議所の後輩と
いうこともあり、大丈夫なのかなと思ってお
話を聞き始めました。朴訥な感じでお話しさ
れたのですが、そのやっている内容はすごい
行動力、気が付いたらどんどん進んでいくと
いう内容で、本当に最後まで魅了されるよう

な講演会だったと思います。子ども食堂は、
わたしの認識ではどこかの場所を借りて、貧
困や孤食に悩むお子さんや親御さんがご飯を
食べるという内容かと思ったのですが、コロ
ナということもあったのでしょうか、支援す
る皆さんで大型バスをネットオークションで
買って、それを改造して青森県内を回るとい
う内容でした。県内40市町村を全部回る目標
でやられていて、現在20数か所がすでに終
わっているという内容でした。ピザを焼くな
ど、本当にすばらしい行動力に感服しました。
　₅時半からは懇親会があり、オペラ歌手₂
人とピアノのオープニングから始まった、ひ
じょうに和やかな懇親会でした。

「アクトの翼」に参加して
八戸工大第二高校インターアクトクラブ

◦インターアクトクラブ₃年髙橋美妃です。
１年清野きりかです。遠藤芽依です。佐々木
あき乃です。さっそく報告会に入ります。
髙橋美妃：皆さんは台湾についてどのくらい
知っていますか？食事、言語、文化など日本
と似ているところもあれば、違うところもあ
ると思います。たくさんあるので日程に沿っ
ていくつかご紹介します。
　１日目は羽田空港から台北松山空港へ出発
しました。機内食はとてもおいしく、ハーゲ
ンダッツもあり最高でした。また国際線は映
画や音楽を聴くことができるので、とても満
喫することができました。そして出国手続も
入国手続も無事スムーズに通ることができま
した。
　わたしたちが向かったところは台湾の首都
台北です。人口は約264万人で、日本でいう
東京のようなところでした。台北のハンプ
コートパレス台北というホテルに泊まりまし
たが、外観も内装もとてもきれいでした。
清野きりか：₂日目は台北101という場所と
羅東に向かいました。台北101はその名の通
り101階あり、高さ508ｍのタワーです。わた
したちが行ったときは曇りであまり見えな
かったのですが、夜はライトアップされてい
ます。また建物の中にはたくさんの雑貨屋や
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ブランド物を売っていて、見ていて飽きず、
とても楽しかったです。
　次に羅東高校に向かいました。最初は緊張
してあまりうまくしゃべれなかったのですが、
アイスブレイクの名前ソリティアをやり、仲
よくなることができました。名前ソリティア
は前の人が名前を言い、次の人が前の人と自
分の名前を言って、それを最後の人まで繰り
返していくゲームです。これを英語でやるの
ですが、最後の人が辛そうでした。
　またホストファミリーの方と顔合わせをし
て、コミュニケーションを取ったり、現地
ロータリアン主催のウェルカムパーティに参
加したりしました。ウェルカムパーティでは
ホストファミリーやたくさんの方とお話をし
て、台湾のことを知ることができました。料
理もとてもおいしく、また食べたいです。

遠藤芽依：₃日目は羅東高校の人たちに青森
県の文化を発表しました。青森県のことを事
前に勉強してくれていたのか、クイズで間違
う人がいなかったのでとても驚きました。ま
た日本の文房具にたいへん興味を示してくれ
て、説明するのが楽しかったです。文化発表
の後は授業体験や学校見学をしました。ディ
アボロという中国のコマの一種で、お椀を₂
個逆さに重ねたような形のコマを二本のス
ティックの間に張った糸の上で回転させなが
ら操ります。とても難しく、あまり上手には
できませんでしたが、とても楽しかったです。
　また“タイガ”を織りました。“タイガ”
は台湾の伝統的な織物で、青森県の伝統工芸
品の南部菱刺しと似ています。着古した服な
どを再利用し、物を大切にしようという気持

ちが伝わってきました。そしてホストファミ
リーの子と協力して、二人だけのお揃いの
キーホルダーを作りました。共同作業ででき
たものは一生の宝物になると思います。

佐々木あき乃：₄日目は羅東高校の人たちや
ホストファミリーの人たちとのお別れの日で
す。とても辛かったですが、また会おうと約
束して別れました。あちこちで涙、涙で別れ
を惜しんでいました。羅東高校の人たちとの
交流はすごく貴重な体験で、ネイティブレベ
ルの会話力を磨きたいという気持ちがかなり
強くなりました。
　別れた後は十分と九份に向かいました。十
分では天燈上げ体験をしました。願い事を書
き、上に飛ばします。ラプンツェルのランタ
ンのように空に上がっていって、とても綺麗
でした。また手のひらサイズの天燈で開運効
果があるものも売っていて、とても可愛かっ
たです。九份では「千と千尋の神隠し」のモ
デルと言われる観光地に足を運びました。建
物や提灯、看板などにも雰囲気があり、土産
物や飲食店も多く並んでいて、異世界のお祭
りに迷い込んだような独特の雰囲気を味わう
ことができました。
　₅日目は寺や博物院、夜市などさまざまな
場所を観光しました。最初は龍山寺を訪れま
した。台湾で最も古いお寺で最強のパワース
ポットと言われるところです。龍山寺では主
祭神の聖観世音菩薩様の他に学問の神様の文
昌帝君や商人の神様の関聖帝君、縁結びの神
様の月下老人などの100以上の神様が祀られ
ているそうです。少しでも調子が悪いと龍山
寺に行くそうなので、台湾の人々にとってと
ても馴染み深いもののようです。
　ここではみんなでおみくじを引きました。
日本のおみくじとは少し違います。まずは自
己紹介をします。赤い灰でおみくじを引いて
いいか神様に尋ね、おみくじを引きます。そ
のおみくじが正しいか神様に尋ね、神様に
OKと言われたら、出た番号のおみくじを引
くことができます。ご利益はかなりあるとい
われているので、台湾に行った際にはぜひ運



試しをしてみてください。
　また国立故宮博物館にも行きました。世界
四大博物館の一つとされており、4000年の歴
史を体感できる観光スポットです。館内には
宋、元、明、清王朝の歴代宮廷が所有した至
宝を中心に約69万点収蔵してあるそうです。
　₅日目の最後には夜市に行きました。たく
さんの飲食店が集まり、多種多様な台湾グル
メを手軽に楽しむことができます。歩きなが
ら食べられる軽食の屋台から、ゆっくりと
座って食べることができる食堂まであり、ぜ
んぶ食べたいくらい美味しそうで、最高でし
た。
　台湾の人は外食が多いらしく、毎日夜市で
ご飯を食べる人もいるそうです。
　そして最終日の₆日目、ついに台湾から日
本に帰国です。みんな風邪も怪我をすること
なく無事に帰ってくることができました。と
ても嬉しかったです。
　思い返すと、この₆日間いろいろなことが
ありました。初めての海外、今まで知らな
かった見たことのなかった景色や新しい考え
方を持つ人との出会い、さまざまなものに触
れてきました。
　今回、このような経験ができたのはロータ
リアンの皆様、旅を安全に過ごせるように計
画してくださった旅行会社の皆様、ホームス
テイや学校体験などわたしたちを快く受け入
れてくださった羅東高校の皆様、今回の活動
に参加させてくださった先生方や家族のおか
げです。とても感謝しています。この体験を
忘れず、これからの自分たちのスキルアップ
につなげていきたいと思います。本当にあり
がとうございました。謝謝

質問タイム
Q１正部家光彦：台湾に旅行した気持ちにな
りました。ホームステイしたときの様子をも
う少し詳しくお話しいただけますか？一人が
１つのホストファミリーなんですか？
A１①：わたしがホームステイした先は女の
子₃人姉妹の家で、お母さんは自分の家を保
育所みたいにしている方でした。小さい子が
遊ぶおもちゃがたくさんあったりしました。
ウェルカムパーティーの後は部屋に集まって、
いろいろ翻訳機なども使いながら、日本と台
湾の文化の違いをもっと知りたいというのが
あり、けっこう夜まで話しました。ホームス
テイ最終日は夜市に連れていってもらって、
現地の高校生と合流したりしてご飯を食べた
りして過ごしました。

A１②：わたしが過ごしたのはリー・メイと
いう女の子で、お父さんがコーヒーショップ
をやっていたので、一緒にコーヒーショップ
の中を見学したりしました。猫も飼っていて、
猫カフェ兼コーヒーショップだったので、猫
を触ったりして一緒に遊びました。
　最終日には羅東の夜市に行きましたが、す
ごく食べ物もたくさんあって楽しかったです。

A１③：わたしが行ったホストファミリーは
お母さんが羅東高校の音楽の先生をしていて、
音楽のことをいろいろ教えてもらいました。
家に音楽室があって、台湾の伝統楽器を弾か
せてもらったりしました。また₂日目の夜に
夜市に連れていっていただいて、夜市のおい
しいものを食べてとても楽しかったです。

A１④：わたしが行ったところは何回か日本
を訪れたことのある家族らしく、日本語を
けっこう喋っていたので意思疎通がとてもで
きました。英語でもたくさん話すことがあり、
日本のドラマや最近有名なネットフリックス
のドラマをお勧めしてもらって、楽しいホス
トファミリーとの時間を過ごすことができま
した。
Q₂広瀬知明：向こうの高校生と交流したと
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思いますが、向こうの学生とこっちの学生と
の違いを何か感じたことがありますか？文化
の違いなど自分で台湾と日本はこういうとこ
ろが違う、学生生活もこういうところが違う
と感じたことを教えてください。
A₂①：生徒同士の違いというより、学校全
体の違いを大きく感じました。向こうの図書
室は日本でいったらすごく大きな図書館みた
いなところだったり、教室にも本棚がたくさ
んあるクラスもあったり。台湾は温かいので
植物がたくさん生えていて、雨でも魚がいっ
ぱい泳いでいる池があったりして、日本とは
違う。それによってネイティブレベルの英会
話があることを実感しました。

A２②：日本の高校生は日本語と英語を学ぶ
と思いますが、羅東高校の人たちはフランス
語やドイツ語など多言語を学んでいました。
わたしが友だちになった子もフランス語とド
イツ語を取得していたので、そこが違うと思
いました。

A₂③：すごくフレンドリーで社交的な方が
多いと思いました。学校案内をしてもらって
いるときに、たくさんの生徒がいたのですが、
みんなフレンドリーに話しかけてきてくれた
ので、そこが台湾の学生のすごくいいところ
だと思いました。

A₂④：規則の違いを感じました。制服も日
によってズボンやスカートを選べたり、髪も
染めたり、いろいろあったので、そこが羨ま
しいと思いました。

Q₃種市良意：わたしは台湾には行ったこと
がありませんが、家内が訪問団で台湾に行き
ました。蒋介石が台湾に渡るときに中国の歴
史的なものをほとんど持っていったようです
が、そういう中国の歴史的なもの直接見る機
会がありましたか？どの時代のものを見たと
か、印象に残ったものがあれば教えてくださ
い。
A₃①：ありました。故宮博物館で見ること

ができました。白菜の置物。昔からある翡翠
の白菜。鬼の像は中国らしいなと思いました。
一緒に来てくれたガイドが説明してくれまし
たが、昔の皇太后が付けていた爪を保護する
爪カバー(マニキュアのようなもの）が印象
に残っています。

A₃②：髪飾りが特に印象に残っています。
清王朝の髪飾りでしたが、今現在の人が着け
ても違和感がないきれいな髪飾りだったので、
それが印象に残っています。

A₃③：蒋介石の白い大きな建物に行きまし
たが、その時に中国の歴史と孫文の蝋人形が
置いてあり、すごいと思いました。

A₃④：蒋介石の人生の描いてある巻物を見
ました。漢文で漢字ばかりで全然読めません
でした。

Q₄小林会長：冒頭でも少しお話ししました
が、10数年前に１回行きました。その時はま
だSNSが発達していなかったので、メール
交換くらいしかできませんでした。今はたぶ
ん何等かの方法で現地の高校生たちと何かの
交換をしたと思いますが、それを教えてくだ
さい。また、帰ってきたら何かやりとりをし
ていると思いますので、直近のやり取りを教
えてください。
A₄①：最初、初めて羅東高校の皆さんと交
流したときに名刺サイズの紙に自分の名前と
一言が添えてあって、それにインスタグラム
のアカウント名が書いてあったのをもらって、
そこから交換したりして、そこでダイレクト
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メッセージでメッセージを交換したりしました。
　最近の会話はちょうど₃日前くらいに、ホ
ストファミリーの方に日本は雪が降っている
と英語でやり取りをし、見たことがないから
ぜひ案内して欲しいというやり取りをしまし
た。

A₄②：インスタグラムを交換しましたが、
台湾の人たちは名前をぜんぶ漢字で書いてい
るので、誰が誰だかわからない。わたしは
183人とインスタを交換したのですが、毎日
15人くらいから連絡が来るので、何を話して
いるかと言われると、アニメの話、映画の話、
学校がだるいという話はします。

A₄③：インスタグラムやラインを交換しま
した。ホストファミリーの方の住所を聞いて
きました。たくさん手土産をいただいたので、
こちらも何かあげたいと思ったので、１週間
ほど前に日本の食べ物や青森や八戸の有名な
ものをたくさん送りました。

A₄④：インスタグラムとラインを交換しま
した。台湾は今、正月が終わったくらいらし
く、その休みのときにわたしが好きだといっ
たアニメや映画を観てくれたらしく、最近、
その感想が送られてきました。

Q₅松本剛典：今回、皆さんは台湾が初めて
だったと思いますが、今、高校生の立場とし
て初めて台湾に行って人生観がちょっと変
わったなと自分の中で思うことがあったら教
えてください。

A₅①：アクトの翼が初めての海外でした。
感じたことは羅東高校の皆さんと過ごす時間
がけっこう多かったので、影響を一番大きく
受けました。英語、第二言語、第三言語はす
ごいと思いました。わたし自身は英語は得意
な方ではなく、どちらかというとダメな方で
すが、羅東高校生から語学は簡単にできたの
ではなく、小さい時からけっこう努力したよ
と言われて、やっぱりそうだと思いました。
台湾から帰ってきてから、いろいろ目標を立
てて頑張るようになりました。

A₅②：アクトの翼が初めての海外でした。
羅東高校の人たちと関わったので、英語で
しゃべる機会が多く、あまり自分も英語が得
意ではないので、英語を勉強しようと思いま
した。台湾に行く前は英語が苦手で勉強して
いなかったのですが、台湾から帰ってから英
語のドリルをめちゃくちゃ勉強して、今は英
語がだいぶ話せるようになったと思います。

A₅③：わたしも初めての海外でした。台湾
の方の人柄がすごく良く、おもてなし精神や
気遣いがすごかったので、わたしも見習わな
ければと思って心がけています。

A₅④：初めての海外でした。英語を話す機
会が多く得られて、日本だとカタカナ英語
だったりしていたものが、ちょっとはネイ
ティブに近く話せるようになれたらいいなと
思いました。帰ってきてから受けた英語のテ
ストの点数が前回の倍になっていたので、そ
こは台湾で得られたのかなと思いました。

― ₆ ―

出　　　　席　　　　報　　　　告
出 席 委 員 会

第₃₂₆₀回例会（₂月₁₅日） 第₃₂₅₈回例会（₂月₁日）

出　席　率　　　　　　　　　₆₁．₀％ 出　席　率　 　₆１．₇％ 修　正　　　₇₁．₇％出席率

総 会 員 数　 　　　₆₁名 出席数
₃₆名 総 会 員 数　 　　　₆₁名 メークアップ ₆名した人数

出席義務会員
₅₉名

出席免除会員
₂名

欠席数　　　
₂₃名

出席義務会員
₆₀名

出席免除会員
₁名 欠　席　数　　　₁₇名


