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 WELCOME  会長エレクト 四方 信次 

斉藤 茂生 様 RI第 2510地区 恵庭RC 副会長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日は、恵庭ロータリークラ

ブ副会長 斉藤茂生様を

お迎えして交換留学生の

現況と今後について卓話よ

ろしくお願い致します。 

18 日、19 日インディアン

水車まつりがございます。実行委員長が入口さんです。

いくら弁当サケ鍋など秋の味が楽しめますので、ご来場

下さい。最後に最近、当日欠席が多くなっています。出

来れば金曜日までに事務局に連絡を徹底下さい。本日

の例会よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 「ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム」公共イ

メージ向上協力金のお願い 

11 月 27 日（日）、緒方貞子元国際難民高等弁

務官をはじめとするロータリー財団学友を集めてシン

ポジウムが開催されます。 

このシンポジウムの記事を全国紙に掲載してロータリ

ーの公共イメージの向上に役立てるため、第 2510

地区武部ガバナーから協力金賛同のお願いがありま

した。会員お一人 250 円以上のご支援をお願いし

たいということできています。 

理事会で協議し支援したいと思っておりますので、皆

様のご協力をお願いします。次回例会で集めたいと

思います。全員協力で行いたいと思っています。ご協

力を宜しくお願いいたします。 

 第 57 回全道ろうあ者大会実行委員会より広告協

賛のお礼状が届いています。 

 「千歳川桜プロジェクト」6 団体合同ゴルフ大会・懇

親会のご案内 

10月 14日（金）に開催されます。出欠の確認をお

願いいたします。締め切りは 9 月 30 日（金）です。

皆様の参加を宜しくお願いします。 

 

 各委員会連絡・報告   

空港募金箱委員会 委員長 土居 栄治 

本日の例会終了後、空港募金

の選別を行いますので宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

── 例会終了後、今年度第 1回目の選別作業を行

いました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました！ 

 

例会出席状況（2016 年 9 月 13 日） 

会員数 41名 

会員出席者数 25名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（5）名 

出席率 60.98 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

出席者数総計  26名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 9 月 6 日） 

確定出席率（MU 含む） 70.00 ％ 
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 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長 岩室 秀典 

齊藤博司 会員：ガバナー月信№13 に写真が掲載さ

れました。国際大会出席の証拠であります。 

白木松敏 会員：昨年に続き「第 2 回千歳歓楽街

AED 講習会」を開催します。参加者を募集しております。

10 月 22 日（土）17 時～18 時。ロータリークラブの

方々はどなたでも参加できます。我々人間は、どんなに

健康でもお酒が入るとどうしても心臓に負担がかかります。

その時にいろいろな事が起こります。その為の AED 講習

会です。講習会費用は、弊社が全額負担します。参加

される皆さんは完全に無料です。定員 20名です。講習

終了後、受講証書とプレート、正規受講カードを授与い

たしますので、是非とも参加して社会に貢献して頂きた

いと思います。 

野口三恵子 会員：先週、弊社のゴルフコンペにたくさ

んの皆さんに参加していただき楽しんでいただけたでしょう

か。また、何かの機会があればお誘いしたいと思います。 

高塚信和 会員：今日は青少年担当例会ですが、千

歳市には交換留学生がいないものですから、いつも恵庭

さんにお世話になっていまして、今日は斉藤さんに講師に

来ていただきました。有難うございました。 

岩下 誠 会員：㈱駿河さんのコンペに参加させていた

だき、奇跡の一打でニアピン賞をいただきました。卵二箱

をいただきましたが、まさかまさかの取っ手がちぎれ一箱落

下しました。家に帰り卵を選別していたら、嫁にうるさいと

怒られましたが、一箱だけは無事でした。有難うございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 交換留学生の現況と今後について」 

講師 恵庭ロータリークラブ 副会長 斉藤 茂生 様 

担当 青少年奉仕、ローターアクト委員会 委員長 高塚 信和 

青少年の問題で、今日は恵庭ロータリークラブ副会長の

斉藤さんをお招きして卓話を頂戴します。皆さんのお手

元に資料があると思います。これをご覧になるとわかると

思いますが、恵庭 RC さんは 1970 年にクラブが創設さ

れてもう 1971年から交換留学生の作業をされています。

後ほどお話があると思いますが、途中で欠けたなどいろい

ろな事があったと思いますが、いずれにしても大変な作業

をされています。先ほど会員の7割ぐらいがホームステイを

やっているのか聞きましたら、大体会員の半分ぐらいとい

うことでした。いつもやってくださる方は決まっていて、熱心

にやっているということだと思います。2009年～2010年

はフィンランドのエンミが来た時に、一年間、私共も恵庭

さんの真似ごとをやりましたが、これが毎年毎年となると

大変な作業です。西村英晃君が千歳高校のときに交

換留学生になり今、恵庭RCの会員になっています。48

名の方の交換留学生をお互いにやっているということです。

一番熱心なのは子クラブを作ってそこでも交換留学生を

やっています。恵庭 RC さんの息のかかった子クラブ長沼

RC、由仁 RC 二つとも凄く熱心にやっています。今日は

時間のある限り、いろいろな形で苦労話などもあると思い

ます。そういった事も聞いていただきたいと思います。 

過ぎてしまいましたが、9 月 10 日はアクトの日となってい

ます。覚えていただきたいと思います。恵庭RCは明日移

動例会だそうです。宅建業協会と共同作業をされていて

献血運動を明日一日やります。本当に一生懸命やって

いるという実態がお分かりいただけると思います。最後に

なりましたが、斉藤さんは、(株)澄川工作所の代表取

締役です。仕事は重機製造販売です。斉藤さん、宜し

くお願いします。 

 

本日のニコニコ BOX 合計額 11,000円 

今年度 累計額 179,000円 
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講師 恵庭ロータリークラブ 副会長 斉藤 茂生 様 

皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。 

今日は高塚さんから紹介がありましたように、恵庭 RCで

はずっと交換留学を主にやっております。米山奨学生も

やっております。英語は話せないのですが、何かしら外人

さんと縁があり今日は呼ばれたと思います。 

恵庭 RCは 1971年（昭和 45年）にクラブ設立しま

した。昭和 46 年には交換留学生が始まりました。資料

にもあるように残念ながら、それからしばらく間がありまして、

実質動き出したのが、1984年（昭和 59年）となって

います。私はまだ入会しておりませんので、事情はよくわ

かりませんが、その後は各会長の方針に従ったり、または

交換留学生の応募がなかったり、ワンウェイになってみた

り、バラつきはありますが、大体年表の通りにいっています。

今年、川原会長年度もこの 18 日にオーストラリアに向

けて行く予定になっています。相手方から 1 月に来ること

になって、お陰様でワンウェイでなくなり良かったと思ってい

ます。時々変則になり、２人を受け入れたりいろんなこと

があります。 

村本会長年度の 40 周年記念行事に今までの留学生

を招待しました。18 名のうち６名が来ました。考えてみ

ると、若い人もいますが始めの頃の人は 50代、60代で

す。６名の中には旦那さん、子供を連れてきた人もいま

す。残念ながら、病気で来られないと日本語で欠席の手

紙を書いてくれた人もいました。ホストファミリーを探すのが

なかなか大変でした。どうしようもなくて、お坊さんにお願

いしました。お堂でも何でもいいからやってほしいとお願い

しなんとか引き受けてもらいました。インバウンドとしては

６名ですが、家族を入れると20名近く来ています。彼ら

が来ると１週間はいます。10～15 日はざらです。その

間、ホストファミリーで面倒を見るということで、なかなか大

変でした。ただ面白かったです。いろいろな昔の話が出て、

下手になりましたが日本語を忘れていません。 

楽しさは後にとっておいて、ホストファミリーの苦しい事情を

お話したいと思います。ホストファミリーがなかなか見つから

ないのが現状です。自分も何人かお預かりしましたが、

結局は特定の人にやってもらっています。恵庭RCでも他

のクラブでも大変です。受ける以上は、ホストファミリーを

きちんとやってもらうという覚悟がなければ出来ないと思い

ます。たった一週間で奥様が帯状疱疹になりギブアップと

いう事もありました。会合には出来る限りホストファミリー

の奥様にも来ていただいて良く説明します。それでも問題

は起きます。 

この時に大事なのは、カウンセラーです。日本人には馴

染みはありませんが、あちらの子はよく勉強していて、何

かあるとすぐカウンセラーに走ります。カウンセラーの目的

は、トラブルがあった時にはまずその子の味方になるという

のが第一です。良くても悪くても味方になるということです。

ところが、カウンセラーになる人がそれをわからず、ただ名

目上カウンセラーになってしまった人がいて、なかなかこれ

も上手くいかない。 

（中略） 

カウンセラーは、物凄く大事です。ですから軽々と受けて

しまって名前だけのカウンセラーであれば問題は大きくなり

ます。彼らは本当にカウンセラーを頼って日本へ来ていま

す。何かあったら、すぐにカウンセラーに行くという格好にな

ります。これは十分に注意された方がいいと思います。他

クラブでもいろいろな問題がありました。クラブ自体が一生

懸命やってくれるのですが、ホストファミリーと合わないなど

いろいろな問題が出てきます。この辺をカウンセラーが調

整していかなければなりません。ですからカウンセラーの役

目というのは物凄く重要なことだと思います。 

生真面目な話をするとこれでは受けられないと、せっかく

高塚さんが交換留学をやってみようとお考えのようですの

で、嫌になってはいけませんので楽しい話をします。 

受けるとだいたいあちらの家族が遊びにきます。半月はい

ます。受けるのは大変ですが、会話をしたり旅行したりい

ろいろなことをします。恵庭RCはあまり遠くには連れて行

きません。他クラブのホストファミリーでは京都に連れていく

などお金持ちで派手にやっておられるようです。恵庭 RC

では温泉に連れて行くなどで遊ばせています。学校では

必ずクラブ活動には入ってもらいます。白系ロシア系のア
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メリカ人の子は恵庭南高校剣道部に入り、一年で初段

を取ってきました。とても熱心です。この子も家に２,３回

遊びに来ています。預かった子の中には子供が生まれた

など世界に孫が４人います。必ず赤ちゃんが生まれたと

いう国際電話が来て、嬉しいです。そういう時にはやっぱ

りホストファミリーをやっていて良かったなと思います。但し、

お祝いなど出費は多いですが面白いです。こういう楽しみ

があります。 

まだまだ楽しい話はありますが、まず、どちらにしても皆さ

ん受け入れてください。そして楽しんでください。そんなに

難しい問題ではありません。恵庭では、3 ヶ月毎に代わり

4 家族で受けるというのが基本方針です。3 ヶ月過ぎて

いけば、むしろ我慢すると開放感が出てきます。これが楽

しいと思います。中には戻ってくる子や、どうしても家庭と

合わないなどいろいろおりますが、3 ヶ月で交代するので

そんなに難しいことではないと思います。 

自分は丁場なものですから朝 4 時半に起きて弁当を作

っています。学食はあるのですが、時間になると満杯で食

べられません。自分の意見ははっきり言う外国人ですが、

そういう所は尻込みして食べられない。だから、来る以上

は弁当を覚悟しなければなりません。初めに受けた 20

数年前はこんなにコンビニは流行っていませんでした。こ

れが一番辛かったです。後の洗濯などは自分でしてもら

えば済みます。 

アメリカの子でベジタリアンの子がいました。宗教的なベジ

タリアンは私もクラブも完全にお断りします。ベジタリアンと

いっても好き嫌いでした。多少の鶏肉は食べられるように

なりました。日本人というのは何でも食べる雑食性で良

かったと思います。 

(中略) 

つまらない話で長くなりました。もし何か私にご質問があ

れば知っている限りお話します。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

 記念品贈呈  会長 関根 悟 

本日は貴重なお話を有難うございました。他人を迎え入

れるというのは、楽しさとまた、大変さがあるという事がわ

かりました。受け入

れた側でなければわ

からない貴重なお

話を沢山いただきま

した。そういった事を

参考にしながら、ク

ラブとしてもどんな支

援ができるか考えさ

せられる卓話でした。本日は本当に有難うございました。 

 

 

 出席率報告   

出席委員会 委員長 岩室 秀典 

先ほど会長も触れていたことですが、本日は無断欠席者

が 5 名ほど出て食事にロスが出ています。欠席の場合は、

例会前日までに事務局まで連絡していただくよう重ねて

お願いします。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、9月 20日（火）親睦夜間例会「新会員歓迎

会」。担当は親睦活動委員会。開会点鐘18時30分、

定例会場。 

 

 SCHEDULE  

9
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会（会長、幹事） 

20 日 
親睦夜間例会 「新会員歓迎会」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

26 日 
秋の交通安全運動「セーフティコール」 
集合/北ガス文化センター駐車場 午後 3 時 
※MU 対象事業 

27 日 

第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「職業奉仕とは何か」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（スポーツセンター） 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、米山月間 ■地区大会（地区） 
■世界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手
続き ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/会長エレクト 四方信次)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
RC･LC･SI･JC 6 団体親睦ゴルフ大会 

RC･LC･SI･JC 6 団体合同懇親会 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動   」 [担当/社会奉仕委員
会(委員長 福島 力) 

第 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話」 

11
月 

ロータリー財団月間 ■世界インターアクト週間（2～8 日） ■
創立記念日（1990.11.19） ■次年度理事指名委員会設
置 ■国際ソロプチミスト千歳チャリティパーティー（会長）  

1 日 
通常夜間例会 「未定」 [担当/ロータリー財団委員会
(委員長 大久保尚)] 


