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国際ロータリー第2510地区「グローバル地区補助金奨学生  壮行会」次第
　　　　　　　　　　　2021年7月17日　ロイトン札幌　２F ハイネスホール　18：00〜20：00

　　　　　　　　　　　　　　〈司会〉財団奨学金・平和フェロー委員　　大　友　　累

１．　開会挨拶
　　　　　　　　　　　羽　部　大　仁　RRFC
２．　奨学生へ 出発に向けてのメッセージ
　　　　　　　　　　　大日向　豊　吉　ガバナー
３．　乾杯の御発声
	 　　　　　　　福　井　敬　悟　直前ガバナー
４．　参加者御紹介（司会より）
	 ※お食事中にオリエンテーションをします。奨学生の皆様はお耳をお貸しください。（担当出村ロータリー財団副委員長）

	 　【2020‐2021	グローバル奨学生】
　　　　　　　吉井　啓太さん（	イギリス	ロンドン大学衛生熱帯医学大学院	※疾病予防・治療、地区内ホスト	RC：

札幌手稲	RC、提唱クラブ：EnfieldChase	RC	No.GG2099001）

	 　【2020‐2021	地区補助金奨学生】
　　　　　　　清水一智子さん（イタリア	声楽	フィレンツェ予定）
	 　【2021‐2022	グローバル奨学生】
　　　　　　　川原　夢果	さん（	米	フレッチャー法律外交大学院	※平和の推進地区内ホスト	RC：札幌東	RC	提

唱クラブ：Somerville	RC、No.GG2123993）

　　　　　　　中村　恵理	さん（	イギリス	リバプール熱帯医学校	※疾病予防・治療地区内ホストRC:	函館	RC、提
唱地区	:イギリス1180	地区、No.GG2120573）

	 　【2021‐2022	地区補助金奨学生】
　　　　　　　和田　哉恵	さん（	スウェーデン	ヨーテボリ大学	研究分野：ジェンダー平等社会への制度設計、地区

内ホスト:札幌大通公園RC)

　　　　　　　福原　麻由	さん（	チェコ共和国	研究分野：コンピューターサイエンス、地区内ホスト：札幌南	RC）
５．　奨学生紹介・出発に向けての豊富発表
　　　　　紹介者：松原　重俊　財団奨学金・平和フェロー委員長
６．　財団学友入会式・学友より激励のメッセージ
　　　　　菅原　秀二　副委員長、井上　善博　委員、蓑輪　隆宏　委員
７．　財団奨学金・平和フェロー委員より　激励の一言
	 　テーブルスピーチ　（各委員より）
８．　地区内ホストクラブ代表より激励の言葉
	 　札幌手稲ロータリークラブ　会　　長　　　	　　　　	和田　敬友
	 　札幌東ロータリークラブカウンセラー　　　　　　　		岩崎　修一　様
	 　札幌南ロータリークラブR財団・米山奨学会委員長　　斎藤　友子　様
９．　花束贈呈
　　　　　プレゼンター　熊　澤　隆　樹　ロータリー財団委員長
10．　閉会挨拶
　　　　　　　　　　　　石　丸　修太郎　ガバナーエレクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※終了後記念撮影
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ガバナー挨拶

国際ロータリー 2510 地区　2021-2022 年度

　　ガバナー　大日向　豊　吉

　光陰矢の如しとはよく言われますが、時が過ぎるのは早いものでございます。

　私は 28 歳の時「第 4 回道民の船」に派遣をされてから 40 数年が過ぎました。

　500 人規模の仲間が一万トンの船上において 1 カ月以上もの生活をしたわけ

ですから、今思い出しただけでも懐かしさが込み上げてまいります。

　RYLA セミナーに参加された経験のお話は、道民の船に参加するため事前研

修を受けたときの思い出が脳裏をかすめました。

　北海道ローターアクト交流会も年を重ね、既に 20 年、成人を迎えるようで

あります。

　心からお喜びを申し上げます。

　ご案内のとおり地域はコロナ禍に怯え、地域経済は疲弊しております。

　ローターアクトの皆様、自分の地域・周囲を見渡して下さい。

　何か感じること・思いつくことはありませんか？

　人類は自然災害や感染症を幾度も経験し、都度克服、発展を重ね現在に至っ

ております。「不忘感謝先人偉業」。

　地域地域には、其々受け継がれている開拓精神があると思います。

　この時代を千載一遇と悟り、今こそ、『温故知新』。

　地域活性化につながる議論を大いに重ね、「夢と希望に輝く」地域を元気に

するアイデアを誕生させて頂きたいと思います。

　フィンランドからおこしの　ニュルヒラ　エミリアさんには本当に頑張って

いることに感心を致しました。

　これからも健康に留意をされ、母国と日本の懸け橋となり目標に向かって励

んでほしいと思います。

　グローバル奨学金最終報告をされました、お二人の活躍されております姿勢

につきましては私たちだけではなく、もっと多くのロータリアンに聞かせて頂

きたい報告内容でありました。

　ロータリアン一人ひとりの奉仕活動は些細なものでありますが、塵も積もれ

ば・・・・・・なんとやら。

　世界の平和・幸せのために「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」

大いに役立つことでございます。

　皆様の今後益々のご活躍を祈念申し上げます。



「グローバル・地区補助金奨学生　壮行会」を終えて

日本ロータリー学友会　幹事
RID2510 学友委員会　委　員

　　　　　　鈴　木　抄　織
　2021 年 7 月 17 日㈯、ロイトン札幌を会場に「グロー
バル・地区補助金奨学生壮行会」が開催されました。
コロナウイルス感染症の世界的流行のため、昨年度
の渡航を延期せざるをえなかった 20-21 奨学生 2 名

（グローバル 1 名、地区補助金 1 名）、21-22 奨学生 3
名（グローバル 2 名、地区補助金 1 名）が期待に胸
を膨らませ、晴れやかな表情で参加されていました。
残念ながら 21-22 地区補助金の和田哉恵さん（ジェ
ンダー平等社会への制度設計、スウェーデン　ヨー
テボリ大学）は、コロナワクチン 2 回目接種後の副
反応による体調不良のため出席がかないませんでし
た（後日スポンサークラブでガバナー公式訪問時に
大日向ガバナーご出席の下ミニ壮行会を開催）。
　壮行会は羽部大仁 RRFC の開会挨拶、大日向豊吉
ガバナーより出発に向けてのメッセージ、福井敬悟
直前ガバナーの乾杯の挨拶で始まりました。その後、
松原財団奨学金・平和フェロー委員長より奨学生紹
介に続き、各奨学生より抱負の発表がありました。
　20-21 グローバルの吉井啓太さん（疾病予防・治療、
イギリス　ロンドン大学衛生熱帯医学大学院）はよ
うやく出発できることになった喜びに気合十分、延
期期間中もスポンサークラブがサポートしてくれた
ことに感謝の言葉を述べていました。20-21 地区補
助金の清水一智子さん（声楽、イタリア　フィレン
ツェ）は延期期間中にも声楽の技術向上に励み、自
信を深めていたようでした。21-22 グローバルの川
原夢果さん（平和の推進、アメリカ　フレッチャー

法律外交大学院）は中学生だった 2011 年に東日本
大震災で被災した宮城県から転校してきた友人との
出会いが、難民問題に興味を持ち平和の推進に取り
組むきっかけになったそうです。同じくグローバル
の中村恵理さん（疾病予防、イギリス　リバプール
熱帯医学校）はキルギスでのユニセフ経験やこの留
学でスキルを更に磨いて「世界と恋する仕事」に就
きたいと話していました。21-22 地区補助金の福原
麻由さん（コンピューターサイエンス、チェコ共和国）
は旭川生まれの美瑛町育ち、歯科衛生士の資格を持
ち航空会社での社会人経験もある方で、留学での学
びを通じて農業とテクノロジーを組み合わせた新し
い農業のあり方を探りたいそうです。皆さんなんと
も心強い限りです。
　続く財団学友入会式で僭越ながら私が奨学生の皆
さんに学友バッジとエンドポリオのロゴ入りマスク
を贈呈させていただきました。皆さんへのはなむけ
の言葉として「滞在中は積極的に受け入れ国のロー
タリー行事に参加して交流を深め、ロータリーの留
学ならではの素晴らしい経験をしてください。そし
て帰国後は学友として派遣奨学生へのサポートはも
ちろん、最終的にご自身がロータリアンになって将
来の奨学生を送りだしてあげてください。」と申し上
げました。
　奨学生の皆さんの期待とヤル気に満ちた素晴らし
い表情を見て胸が熱くなりました。どうか存分に勉
学、研究に励んでいただきたいと思います。

2021年　第10回　日本ロータリー学友会全国総会　次第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：2 0 2 1 年 1 1 月 7 日 ㈰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場：成 田 山 光 輪 閣

09：00	 開会挨拶	　　　　日本ロータリー学友会会長　　松　下　　　衛

09：05	 第一部　総　　会
	 　常任幹事団・出席ゲスト・各地学友会紹介
	 　千葉学友会会長歓迎の挨拶　宮坂真依子会長
	 　ゲストご挨拶
	 　　　国際ロータリー第 2790 地区　梶原等ガバナー
	 　　　国際ロータリー第 2790 地区　諸岡靖彦パストガバナー
	 　　　大本山成田山新勝寺庶務部長　西村照衆 (しょうしゅう )僧正

	 総会議長選出・議事録作成人選出
	 　1 号議案　　2019-20 年活動報告、2020-21 年活動報告
　	 　　活動報告　　松下会長
	 　　会計報告　　柚木会計
	 　　監査報告　　田中監査

	 　2号議案　松下会長と高木代表幹事の任期満了に伴い新会長・代表幹事の選出
	 　( ＊会則第 4条 4項：会長及び代表幹事は幹事会により推薦され総会で承認 )

	 　3号議案
	 　　2022 年第 11 回全国総会開催月日と開催地
	 　　　　2022 年 11 月　場所：東京海洋大学
	 　　2023 年第 12 回全国総会開催月日と開催地
	 　　　　2023 年 11 月　場所：福島
	 　　新会長の挨拶、新幹事団の紹介

10：00	 第二部　各地区活動報告

11：45	 花束贈呈・写真撮影

12：00	 エクスカーション
	 　昼食：精進料理
	 　成田山新勝寺　大本堂にて護摩祈祷　散策

15：00	 解　　　散
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「第 10 回日本ロータリー学友会全国総会 in 千葉」に参加して

日本ロータリー学友会　幹事
RID2510 学友委員会　委　員

　　　　　　鈴　木　抄　織
　日本ロータリー学友会は、国内 34 地区のうち 25
地区で活動している学友会の連合体で、2011 年に発
足後、年に一度総会を開催しています。開催地は東
京が中心ですが地方開催もあり、2019 年の第 9 回全
国総会は札幌で開催されました。地区の皆様には多
大なるご支援ご協力をいただきましたことを心より
御礼申し上げます。その札幌総会時「来年千葉でお
会いしましょう！」と千葉での再会を誓い合ったの
ですが、昨年はコロナの影響でやむなく中止、代わ
りに Zoom での情報交換会を行い、この度 1 年の延
期を経てようやくの開催となりました。当地区から
は富岡豊国際奉仕・VTT 委員長と私が現地参加、リ
モートで鈴木洋史学友会会長、菅原桂子副会長が参
加しました。
　総会の前日には「千葉学友会 50 周年記念式典」が
Zoom とのハイブリット形式で開催され、学友で宇
宙飛行士の山崎直子さんの基調講演や音楽学友によ
るコンサートがあり、千葉学友の層の厚さを感じま
した。趣向を凝らした盛りだくさんな内容で素晴ら
しい式典になりました。夜には Zoom で座談会が行
われ、現地に来ることが難しい多くの学友が参加し、
活発に意見交換が行われました。
　全国総会の会場は、千葉県成田市の成田山新勝寺・
光輪閣の大広間を特別に使わせていただきました。
総会もハイブリット形式で開催され、任期満了に伴
い松下会長がアドバイザーに就任、新会長には柚木

裕子氏が就任しました。各地区活動報告では、これ
からのロータリーと学友会活動の連携の円滑化、活
性化へのアイディアなどが積極的に出され、大変参
考になりました。より効率的、効果的に卓話活動を
行えるよう、当地区学友会も取り組んで参りたいと
思います。
　また、学友ガバナーの誕生といううれしいニュー
スがあります。新潟の学友会会長で新潟ロータリー
クラブの会員・高橋英樹氏が次年度国際ロータリー
第 2560 地区のガバナー、また第 2620 地区（山梨・
静岡）の学友、中曽根牧子氏が、３年後に国際ロー
タリー第 5280 地区（米国カリ フォルニア州）のガ
バナーとなることが報告されました（ロータリーの
友 10 月号に記事が掲載）。高橋氏は日本初の学友ガ
バナーとなります。
　昼食には精進料理をいただき、大本堂で御護摩祈
祷をしていただきました。大太鼓や笙、鐘の迫力あ
る音色、お経のハーモニーが響き渡る中、怪しく揺
らめく炎の美しさに魅了されました。日本の文化、
歴史、宗教の奥深さを体感することができました。
　魅力あふれる全国の学友の方と交流を深めること
で「ロータリーと学友会活動を頑張ろう！」という
新たな気持ちになります。ロータリーの友愛に心よ
り感謝申し上げます。

総会幹事団総会会場風景 千葉：総会集合写真
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国際ロータリー第2510地区　「第6回 学友交流・帰国報告会」次第
　　　　　　　　　　　2021年7月17日　ロイトン札幌　エンプレスホール　14：00〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイブリッド方式にて開催

　　　　　　　　　　　　　　　　〈司会〉小笠原　肇（学友委員会副委員長／札幌大通公園RC）

開会の辞	 学友委員会委貝長	 前　田　浩　人（苫小牧RC）
開会挨拶（Zoomにて）	 地区ガバナー　　　大日向　豊　吉（函館五稜郭RC）

学友体験・帰国報告会（14：05～15：45）

　　　　１）ローターアクト学友	 「	ローターアクトクラブで勉強してみて	」

	 　　斉　藤　朋　博（札幌幌南RC）

　　　　２）RYLA学友	 「	RYLAセミナーに参加して	」

	 　　三木田　純　哉（株式会社西方建設/岩見沢RC）

　　　　３）ROTEX	 「	青少年交換留学を経験して	」

	 　　　ニコルヒラ　エミリア
　　　　（フィンランド・北海道大学現代日本プログラム	1	年生	/	小樽RC）

　　　　財団学友グローバル奨学生（Zoomにて報告）

　　　　　　　　　　　　　　４）	「	グローバル奨学生　最終報告	」

	 　　森　　　雄一郎
（ジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院	/	富良野協会病院	内科/

	京都大学大学院医学系研究科	研究協力員	/	砂川RC）

　  　 ※重点分野「疾病予防と治療」

　　　　　　　　　　　　　　５）	「	グローバル奨学生　最終報告	」

	 　　重　井　真　琴（スウェーデン農業科学大学 / 室蘭北RC）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※重点分野「水と衛生」

　　　（質疑応答）

　　　地区補助金奨学生　清水一智子さん「文化庁主催の演奏会」のご案内　

　　　　　　　　　　　　　　　	　松原　重俊（地区財団奨学金・平和フェロー委員会委員長/砂川RC）

　　　　講　　　　　評　　　パストガバナー　　　　　　　　福井　敬悟（札幌手稲ＲＣ）

　　　　閉　会　挨　拶　　　地区ガバナーエレクト　　　　　石丸修太郎（札幌西RC）

　　		記　念　撮　影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



「第６回学友交流会・帰国報告会」を終えて

地区学友委員会委員長

　　　　　　前　田　浩　人

　今年度の「第６回学友交流会・帰国報告会」は、新型コ
ロナウイルス感染まん延に伴い、最小限の人数での会場参
加とリモート参加により 2022 年 1 月 29 日土曜日に、ロイ
トン札幌を会場にハイブリット方式にて開催されました。
また、欧米においても昨年同様数万人というコロナウイル
ス感染者が発生している関係で、留学生、奨学生の皆様が
海外への留学先に、また海外から日本への留学先に以前の
ように渡航できずにいることなどから、今年度の発表者は
いつもより少ない５名の発表となりました。しかし、リモー
ト開催を今回初めて経験させていただき、時差はあります
が世界中の奨学生、留学生や関係者の皆様と発表会を共有
できたことは大変有益な体験でしたし、今後もこのような
発表会が主流になっていくものと思われました。また、こ
のような環境の中ではございますが、皆様方のお力添えを
いただき、何とか「第６回学友交流会・帰国報告会」を開
催することが出来ましたことに感謝申し上げます。さて、
今回の報告会で発表される皆様は、ロータリープログラム
に参加が決定した時点から学友会のメンバーとなります。
学友会はロータリーとのつながりを再構築することを目的
に活動しており、ロータリーフェローズと呼ばれる新しい
形の学友会が全国的に広がりをみせています。地区学友委
員会は、インターアクト、ローターアクト、青少年交換、
ライラリアン、ローテックス、米山奨学生、財団奨学生を
対象にこれらの学友とロータリーをつなげる組織としての
学友会活動を支援しており、支援活動の一つとして「学友
交流会・帰国報告会」を毎年開催しております。今年も昨
年に引き続き 5 名の方が学友体験報告を行いました。ロー
ターアクト学友からは、斉藤朋博さん（ローターアクト学
友 / 札幌幌南 RC）が「ローターアクトクラブで勉強して
みて」という演題で報告されました。２７歳の時ローター
アクトクラブに参加され、そこで触れ合うロータリアンか
ら多くのことを学び、現在ロータリアンとして活躍されて
おります。また、親睦という言葉を、有意義なアイデアの
交換を目的とした「精神的親睦」と、単に楽しんで時間を
共有する「感性的親睦」と定義して活動しているとのこと
でした。次年度は、RYLA 委員会委員長が決まっており、
全力を尽くして勤め上げたいとお話ししていただきまし
た。RYLA 学友からは、三木田純哉さん ( 株式会社西方建
設 / 岩見沢 RC) が「RYLA セミナーに参加して」という演
題で報告されました。2019 年度の様似町アポイ岳ジオパー
クセンターにて開催された RYLA セミナーに参加して、参
加前に想定していた以上の様々な業種や立場の方々と交流
する機会を得、ディスカッションを通して、自分の考えを
相手に示していく相互的なコミュニケーションの重要性を
再確認することが出来、普段の仕事の中で今まで以上に丁
寧なコミュニケーションを心がけていこうと決意するきっ
かけとなったとお話しいただきました。青少年交換学友・

ローテックスからは、ニュルヒラエミリアさん（フィンラ
ンド・北海道大学現代日本プログラム１年生 / 小樽 RC）
が「青少年交換留学を経験して」という演題で発表されま
した。５年前に青少年交換留学で１年間小樽に住んでいた
ことがあり、小樽から札幌の高校に通っていたとのことで
す。この時の留学体験により日本に関する興味が深くな
り、北海道大学への留学を決心したとのことでした。ま
た、海外留学を経験して、グローバルな視点で物事を考え
られるようになったとお話しいただきました。続きまして
地区補助金奨学生の清水一智子さんが札幌コンサートホー
ル Kitara にて文化庁主催の演奏会に出演されることが報告
され、ご本人から Zoom にてご挨拶をいただきました。そ
の後、ロータリーグローバル奨学生の森さんと重井さんに
奨学生最終報告をしていただきました。森雄一郎さんは、
Johns Hopkins Bloomberg school of Public Health（MPH）
課程を卒業されました。留学前は循環器内科医の経験や
MPH の学位を背景として公衆衛生系のシンクタンクや政
府系機関においてデーター解析やオピニオンペーパー執筆
のキャリアを志向されておられましたが、Hopkins での生
活を通じて公衆衛生業界で一人前の研究者として認められ
るためにも今後は、論文数を稼ぎ実績を上げたうえで、医
療政策分野での活動に繋げていきたいとご報告いただきま
した。重井真琴さんは、スウエーデン農業科学大学（SLU）
修士課程を修了され、修士論文の提出は 8 月に完了した
とのことです。以後ウブサラ大学での博士課程生活が始ま
り、PhD representative 等の役割や様々な機会を通じて人
的ネットワークを広げられる環境を享受していると同時
に、博士課程では学生であると同時に給与を支払われて仕
事として研究をする立場になったことから、自分が所属す
る Department が職場でありホームになっていくのだと実
感しているとお話していただきました。また、様々なつな
がりのおかげで予想していなかった好機に恵まれて現在に
至ること、ロータリーグローバル奨学生として支援してい
ただけたことを誇りに思い、これからも自らのキャリアを
築いていきたいとご報告いただきました。最後に 17 名の
会場参加者及び 17 名の Zoom 参加者の皆様から、発表さ
れた方々への質疑応答が行われ、大変有意義な報告会とな
りました。また、毎年「学友交流会・帰国報告会」終了後、
会場を移して懇親会が開催され、新財団学友メンバーと親
交を深めておりましたが、残念ながら今年度も新型コロナ
ウイルス蔓延に伴う自粛により懇親会は行われませんでし
た。しかしながら、大日向ガバナー、学友委員会委員の皆
様、学友委員会関係者の皆様、ガバナー事務所寺島様に多
大なご協力を頂き、無事今年度の「学友交流会・帰国報告
会」を終了することが出来ましたことに深く感謝申し上げ
ます。
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ローターアクトクラブで勉強してみて
学友体験報告会 2021-2022[ローターアクト学友 ]

札 幌 幌 南 Ｒ Ｃ

　　　　　　斉　藤　朋　博

　札幌幌南ロータリークラブの斉藤朋博と申します。
　私は２７歳の時に仕事のお客様にロータリークラブの会員がおり、「将来ロータリークラブに入る準備とし
て２０代の会であるローターアクトクラブで勉強してみよう」とお誘いがあり、参加させて頂きました。
　私にとってローターアクトクラブの活動はロータリークラブへの参加の準備という位置づけであった為、親
クラブの例会や奉仕活動に積極的に参加をさせて頂きました。そこで触れ合うロータリアンから学ぶことが多
く、ローターアクト会員へ声を掛けて話を聞いて頂いたり、奉仕活動や仕事のアドバイスを頂き、親睦を深め
させて頂きました。
　私がロータリアンになってから学びましたが、ロータリークラブにおける「精神的親睦」の概念を知り、ま
さにローターアクト時代に「精神的親睦」を深めさせて頂いて居たのだと思います。親睦という言葉を、有意
義なアイディアの交換などの「精神的親睦」と、単に楽しんで時間を共有する「感性的親睦」に分けて、意識
した上で人と関わる事は時間を非常に有意義にしてくれます。
　毎週の例会や地区における委員会活動、仕事や友人と過ごす時間の中でも多くの良い効果を発揮してくれま
した。
　２０代からロータリークラブと関わりを持たせて頂き、多くの役割を与えて頂く事で、その責任から生まれ
る成長の機会が在ったからこそ、今の自分が在ると思っております。
　昨年度はクラブの幹事を務めさせて頂きました。コロナ禍での幹事業務は日々変わる感染者数と行政の指針
をいかにクラブ運営に反映させ、会員のコンセンサスを取るかが問題になってきます。毎日のように会長と打
ち合わせを行い、叱咤激励を受けながらなんとか勤めを終える事ができました。
　次年度は地区 RYLA 委員長の重責が待っており、不安ばかりが先立ちます。しかし、これは次世代の青少年
を育成する為の、有意義な活動でもありますので、全力を尽くして勤め上げたいと思っております。
　ローターアクト会員だった１０年前には想像もつかなかった役割を頂いております。
　この役割に応えられる様、努力を続けて参ります。
　ロータリークラブとの出会いは、私の人生に大きな変化をもたらして頂きました。
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RYLA セミナーに参加して
学友体験報告会 2021-2022[ RYLA 学友 ]

株 式 会 社 西 方 建 設 /  岩 見 沢 R C

　　　　　　三木田　純　哉
　私は 2019 年度の様似町アポイ岳ジオパークセンターで行われた RYLA セミナーに参加しました。セミナー
は登山を始めとした豊富なレクリエーションや研修があるだけではなく、普段の自社業務の中ではあまり関わ
らない別業種の方も多く参加するため、きっと交流を通して得難い経験ができるだろうとお声掛け頂いた事が
きっかけで、これは必ず自身の成長につながると魅力を感じセミナーへの参加を決めました。
　実際に参加してみると、レクリエーションの登山中でのアポイ岳を例にした北海道の動植物の説明や、ジオ
パークという制度についての講話など、知識面での充実はもちろんでしたが、交流を通して経験を得るという
点ではさらに充実していました。参加前に自身で想定していた以上に様々な業種や立場の方々と交流する機会
があったのです。普段の仕事で気を付けている事から日常の些細な事まで自分とは異なる視点でのお話を聞き、
大きな刺激を受けました。中でも特に刺激を受けたのはリーダーシップ研修でのグループディスカッションで
す。ディスカッションのための配布資料も、事前説明も同じはずなのですが、いざ始まってみると自身では全
く思いつかなかった意見や、驚かされる意見がとても多く、様々な考え方に触れる事で自身の視野を広げる事
ができました。
　またディスカッションの中では、よりよい発表に結び付けるためには、ただ相手の意見を聞いているだけで
はなく、聞いた上で自分の考えを相手に示していく相互的なコミュニケーションの重要性も再確認することが
できました。これは私の仕事に当てはめて考えてみてもお客様の考えを理解して行動する事や、お客様のため
により良い提案をしていくためにはとても重要な事であり、これから普段の仕事の中で今まで以上に丁寧なコ
ミュニケーションをする様に気を付けていこうと決意するきっかけとなりました。
　セミナーを通して得られた知識や、普段は中々関わる事の出来ない皆さんと交流した経験は私の中に確実に
活きています、これからもこの経験を忘れず自身の仕事に向き合ってさらなる成長をしながら過ごしていこう
と思います。
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当日発表の様子

青少年交換留学を経験して
学友体験報告会 2021-2022[ 青少年交換留学生 ]

フィンランド・北海道大学現代日本プログラム 1 年生
/ 小樽 RC

　　ニュルヒラ　エミリア

皆さんこんにちは！
　私はニュルヒラエミリアと申します。現在北海道大学現代日本プログラム 1 年生です。約 5 年前にロータリー
青少年交換留学で一年間小樽に住みました。小樽に住んでいましたが、札幌の高校に通っていました。
　高校は札幌山の手高校でした。山の手高校では部活はまず調理愛好会で、後半は茶道部でした。山の手高校
の親切な雰囲気で友達も何人かできたし、日本の高校の長所も弱点も経験出来ました。たとえば、放課後の教
室の掃除はいつもそんなに楽しみではなかったけれど、制服の便利さは制服のないフィンランド出身の私に
とって、とても楽に感じました。学校以外にも ROTEX の人や他のロータリー関係者と仲良くなったし、今ま
で続いている友情ができました。その上に三つの最高に優しいホストファミリーの家でホームステイさせてい
ただき、非常にお世話になりました。
　ロータリーの留学のおかげで日本に関する興味がさらに深くなって、フィンランドの高校を卒業してから北
海道大学を受けることを決意しました。留学しなかったなら、今は北大学生である可能性が低かったでしょう。
　私の場合には、留学のおかげで日本に戻って、ここで大学生活をおくることになりました。しかし、留学先
の国に留学後帰る人ではなくても、高校時代の留学にはメリットがたくさんあります。自分の国、自分が生ま
れてから慣れてきた環境を出てみると、世界観が広がります。青少年留学は留学先の国の人や文化だけではな
く、世界中の国の人と会えるし、外国に関するテンプレートのイメージや距離感についての考え方が必ず変わっ
てきます。私自身で分かったことは、違うところがたくさんあっても、世界中の人はみんな大体同じようなこと、
幸せ、安全性を目指していることです。以上です。
　聞いてくれてありがとうございました。
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グローバル奨学生最終報告　※重点分野「疾病予防と治療」

学友体験報告会 2021-2022[ 財団学友グローバル奨学生 ]

ジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院 / 富良野協会病院 内科
/ 京都大学大学院医学系研究科 研究協力員 / 砂川 RC

　　　　　　　　　　　　　森　　　雄一郞

　この度 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health の Master of Public Health (MPH) 課程を卒業いた
しました、ロータリーグローバル奨学生の森雄一郞です。ロータリーの皆様の多大なるご支援によって本課程
を無事に卒業できたことを御礼申し上げます。
　コロナ禍のため、本課程は１年を通じて全てオンラインとなりました。Hopkins 大はもともとオンライン教
育に力を入れていたこともあり、当初から整備されたシステムで勉学に励むことができたことは幸運でした。
細々と臨床も続けてまいりましたが、最終的に全体を通じて良い成績（GPA 3.80）を保ちながら卒業すること
ができました。

　今回の留学を通じて、より経験を積んで独立した研究者になりたい思いを強くしました。留学前は、循環器
内科医としてのバックグラウンドと MPH の学位を背景として公衆衛生系のシンクタンクや政府系機関（WHO,
あるいは国内なら日本医療政策機構や国立保健医療科学院、米国なら）等でデータ解析やオピニオンペーパー
執筆のキャリアを志向していました。しかし、Hopkins での生活を通じて、公衆衛生業界で一人前の研究者
として認められるためには MD/MPH ではやや不十分でやはり PhD 相当の訓練が必要と実感しました。また、
予想以上に心血管疾患は米国の公衆衛生業界では注目されていませんでした。もともと非感染症領域でも母子
保健、精神保険、少数民族や黒人・ヒスパニックの健康、発展途上国福祉などが公衆衛生業界の本流であった
ところに、コロナ禍で世間の注目が感染症業界に集まり、心血管領域への注目はさらに弱まっているように思
われました。現在は、まず研究者として論文数を稼ぎ実績を挙げたうえで、医療政策分野での活動に繋げるこ
とが重要と考えています。

　Hopkins 在籍中に京都大学と特定健診（メタボ健診）の効果や改善点について共同研究を行う機会があり、
引き続き同研究室に在籍して京都大学で博士号を取得する予定です。メタボ健診関連だけでなく、日本国内の
心血管疾患に関わる様々なデータへのアクセスを得ることができ、これまで温めていた研究アイデアを次の数
年で現実化させていきたいと考えています。心血管疾患のケアサイクルは人々の行動習慣や生活習慣病のよう
な予防段階から治療、慢性期ケア、終末期まで多岐にわたりますが、臨床経験と Hopkins での学びをもとに、
全ての領域で新たなエビデンスを創出していきたいと考えています。

　思いもよらず生活することとなったこの富良野の土地でもロータリアンの皆様にはとてもよくして頂きまし
た。次世代にご恩返し出来るように研鑽を積んでまいります。引き続きご指
導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
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グローバル奨学生最終報告　※重点分野「水と衛生」

学友体験報告会 2021-2022[ 財団学友グローバル奨学生 ]

スウェーデン農業科学大学（SLU）/ 室蘭北 RC

　　　　　　　　　　　　　重　井　真　琴
　ご無沙汰しております。前回の月例報告から長らく間を開けてしまいましたが、今月に入りようやく修士課
程の学位を受け取ることが出来ました。修士論文の提出自体は８月に完了していたのですが、私の Supervisor
と Examiner がともに SLU から別の大学に移籍 / 企業に転職されたため、事務手続きに時間を要したようです。
ウプサラアロスロータリークラブの Begt-Erik さんとは卒業後に一度ランチをし、今後もロータリークラブの
例会やイベント等に参加していきたいという話をしました。
　８月以降はウプサラ大学での博士課程生活が続いており、修士課程とはまた違う刺激的な日々です。SLU
からウプサラ大学という、より多様な分野の研究者や学生が集う大学に所属が変わったこともあり、自分の
Department はもちろん、PhD representative 等の役割や様々な機会を通じて人的ネットワークを広げられる環
境を享受しています。最初の１ヶ月は博士課程の４年に関して、研究計画や各時期で出版を目指す論文のテー
マに関してメインの Supervisor と議論を重ねることが主でした。その計画を Indivisual Study Plan（ISP）と
して毎年更新していくことがウプサラ大学の博士課程教育方針となっています。また、博士課程のプロジェ
クトに関しては修士論文でもお世話になっていたメインの Supervisor に加えて、ウプサラ大学から２名、ス
トックホルムの KTH（スウェーデン王立工科大学）から１名、ヨーテボリに位置する Chalmers University か
ら１名、合計５名で構成される指導チームと定期的な進捗報告と議論を通じて進めていくことになりました。
Supervisor が何名いるかはプロジェクトによって異なりますが、私のテーマに関して様々な視点から議論でき
る先生方からのサポートが増えたことはとても心強いです。
　また修士課程から博士課程の大きな違いとして感じる点は、私達は学生であると同時に、給与を払われて仕
事として研究をする立場になったということです。それゆえに他の先生方、博士課程学生達は事実上の同僚で
あり、今まで以上に自分から動くこと、遠慮せずお互いに相談 / 協力することが推奨される環境はとても心地
が良いです。日本だと多くの理系学科が学生としてでも学部４年生から修士２年生まで学生室があり、自分が
そこに所属しているという感覚が養われやすいですが、こちらの環境だと修士課程学生まではとくに固定のオ
フィス等はなく、研究グループもほとんどが博士課程学生を含む被用者で構成されるため、一時的な仮住まい
という感覚のみでしたが、博士課程に進学してからは自分が所属する Department が職場でありホームになっ
ていくのだと実感しています。
　研究テーマとしては、修士論文で扱っていた Biochar filter のより詳細な処理性能評価（装置の各層において
どういう反応で窒素の消化脱窒、有機物 / 細菌除去が起きているか）をプロジェクト前半で行い、後半では社
会科学的側面から Biochar を実際に小規模分散型排水処理装置のろ材として導入していく場合どういう障壁が
あるのか、利用者となりうる人々は何を求めているのかをアンケート / インタビュー調査により調べます。
　数年前にぼんやりと抱いていた博士課程への好奇心を、自分が興味を持てるテーマで、慣れ親しんだ環境に
て実現できている現在の状況は、ロータリー財団からの奨学金と関係者の皆様からのサポートなしには無かっ
たことです。そして約７年前、北海道大学で進学する学科を悩んでいた際、船水先生に出会い、水と衛生分野
の重要性と面白さを知ることができていなかったら、博士課程には進んでいなかったかもしれません。様々な
繋がりのおかげで自分が予想していなかった好機に恵まれて現在に至ること、国際ロータリー北海道西部地区
の奨学生として支援していただけたことを誇りに思い今後も自らのキャリアを築いていきます。まずは４年後
に向けて日々、研究生活を楽しんでまいります。本当に今まで多くの励ましや暖かい支援をありがとうござい
ました。この先もロータリーとの交流やご縁を続けていけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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「スウェーデンの授業形式について」
ロータリー月例報告 2021-2022 年度

　　スウェーデン・ヨーテボリ大学

　　　　　　　　　　　　　和　田　哉　恵
　新学期が始まって一か月が経ちました。1 か月経って少しずつ慣れて来たというところですが、スウェーデ
ンの大学は２学期制であっても一学期前半・後半に分かれているので、今受けている授業は 11 月頭に期末レ
ポートを提出予定です。2 学期制に慣れている私にとっては、「1 か月」という節目はだんだん新しい環境にも
慣れてきて心に余裕が出てきたり、疲れが出てきたり…という時期だったので、「え、来月にはもう期末！？」
という感覚で、最近は講義のリーディングに加え、期末レポートの内容も考えつつという慌ただしい日々を過
ごしています。最近は、気温がぐんと下がり、曇りの日々もだんだんと増え、それに加え急に強い雨に降る日
が多かったりと、長く暗い冬の訪れをひしひしと感じています。クラスメートの薦めもあって、最近はビタミ
ン D のサプリを摂り始めました。さて、前置きが長くなってしまいましたが、今月の月例報告は先月のスウェー
デンの印象よりも、もう少し学校の内容中心でお話ししようかなと思います。
　私が在籍している修士課程プログラム [Gendering Practices] は、生徒 15 人程度の少人数のプログラムです。
授業は講義とセミナーの週 2 回で、生徒は授業のテキスト（毎回 100 ページ程度）を読んで講義を受講し、講
義の数日後（木曜日講義、翌週の火曜日セミナーのことが多いです）に行われるセミナーの前に他の生徒と議
論したい内容を大学のオンラインプラットホームである Canvas 提出します。私がこれまで在籍していた北海
道大学の研究室での「セミナー」は、テキストの内容に関するプレゼンテーションを行い、テキストの解釈度
を問うものが多く感じました。ですが、現在受講している授業ではテキストの内容については講義でカバーさ
れるので、セミナーはあくまでテキストの内容を理解したうえで、生徒が独自の考えを話し合うのがメイン。
授業時間 1 時間 45 分のうち、前半１時間は 3-4 名のグループに分かれて行うディスカッションに使われます。
　現在受講している授業は [Theories in Gender Studies] というもので、ジェンダー学を学ぶ上で重要な理論を
学んでいます。エジプトのイスラーム復興運動に参加する女性たち主観性について考察したテキストや、ジェ
ンダー学の金字塔的存在であるジュディス・バトラー [Gender Trouble] など、毎回学ぶことの多いテキストで
新たな観点を知ることが出来て楽しいです。ですが、その反面毎回リーディングをこなすので精一杯で、自分
の考察が不完全なままセミナーに臨んでしまい、あまりディスカッションに貢献できず不甲斐ない思いをする
ことも多いです。現在受講している授業の期末が迫っ
てきていて、どこか焦っているような気持ちもありま
すが、留学を開始して 1 か月と挑戦はまだ始まったば
かりなので、あまり気負いすぎず精一杯取り組んで、
失敗も含め様々な経験をしようと思います！

学期初めの天気が良い日にキャンパスで
クラスメートとピクニックをしたときの様子
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写真：晴れた日のウプサラ郊外の湖（左）と市街（右）



ロータリー月例報告 2021-2022 年度

リバプール熱帯医学校
　　 (LSTM: Liverpool School of Tropical Medicine) 

　　　　　　　　　　　　　中　村　恵　理

　私が現在留学中のイギリス、リバプールは歴史的建造物が多く立ち並ぶと同時に近代的建造物も続々と建設
されている、歴史と開発が混ざり合った街です。海沿いに赤レンガの建造物があり、私が長く生活していた函
館市にとても良く似ており、大変親しみを感じております。駅や各大学、観光名所や飲食店などが市の中心部
に集中しており、徒歩数分圏内で多くの施設へアクセス可能で、リバプールでの生活を始めて１か月ほどにな
りますが、生活のしやすさを感じています。
　早速、イギリス英語かつ独特のリバプールアクセントに苦戦していますが、リバプールの人々は大変親切で
フレンドリー。いつも笑顔で丁寧に教えてくれる彼らに、何度も助けられています。
　9 月下旬より大学の授業が開始され、クラスメイトは現地イギリスの学生に加え、アメリカ、カナダ、チリ、
台湾、フィリピン、ナイジェリア、リベリア、シエラレオネ、南アフリカ、フランスなど全世界から学生が発
展途上国の医療現場の最前線で働くことを目指し集まってきており、その約 90％以上が留学生という大変多
様性に富んだクラスです。また、クラスは 25 人と少人数でかつ授業の 90％以上が対面授業であったため、1
か月間で多くのクラスメイトと仲良くなることができました。多くの授業の中にグループでの話し合いの場が
設けられており、自分の意見を英語で伝える大変よい練習になるとともに、様々なクラスメイトの意見を聞く
ことができ、お互いが学び合うことができる大変刺激になる学校生活を送っています。授業は平日毎日あり、
日本語であったとしても難しい内容の授業をすべて英語で受け理解しなければならないため、毎日の復習と予
習が欠かせません。英語ネイティブの学生であったとしても、内容の複雑さ故、すべてのクラスメイトが土日
も含め毎日勉強しており、授業がない時間はお互い教え合ったり、一緒に勉強したりと、朝から晩まで本当に
勉強漬けの日々を送っております。
　リバプール市民からは LSTM はハードかつ優秀な大学だと言われることが多く、LSTM を市民として大変
誇りに思っており、そんな大学に留学できていることを嬉しく思うと同時に全力で学業と向き合いたいと改め
て思いました。
　私の受け入れ担当であるデイビットさんとその妻ダフネさんには、隔離期間中に食材を届けていただいたり、
ランチに招待していただいたりと、大変親切にしていただき、お二人のとても温かいおもてなしと心遣いにま
るでイギリスで両親ができたようだと感じております。また、同じクラスに横浜市からのグローバル奨学生が
おり、彼女の受け入れ担当の方のお茶会に参加させていただく機会もありました。リバプールのロータリーク
ラブ全体でサポートしていただき、一言では言い表せないほどの感謝を感じております。
　11 月に現地ロータリー財団でのプレゼンテーション発表があり、函館の様子や私が今まで行ってきた活動
を報告する予定です。これからも、北海道西部地区・函館地区、そしてリバプールのロータリークラブの会員
の皆様の手厚いサポートに感謝しながら、全力で学業に励んでいきたいと思います。
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写真 5. デイビットさんと
ダフネさんとのランチ

写真 1. ウォーターフロントエリア

写真３. 大学の校舎

写真 2. 毎日通っている市立図書館

写真４. クラスメイトとの外出

写真 6. 横浜の奨学生とともに
デイビットさんとダフネさん宅訪問
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ロータリー月例報告 2021-2022 年度

　　イェール大学 化学＆環境⼯学 博⼠課程 

　　　　　　　　　　　　　兼　田　真　周

　9 月になり新学期が間もなく始まるので、入学式や学部生が夏休みから戻ってきて活気のあるキャンパスで
す。第 13 回目の月例報告書では 2021 年 8 月から 9 月までの生活状況をご紹介いたします。
　8 月の初めに 2 度目の引っ越しをしました。これまで住んだことのある２軒のアパートはどちらも一般の大
家さんであったのに対して、今回のアパートは大学が管理しています。２つのベッドルームは個別で、キッチン・
バストイレ・リビングは共有です。ルームメイトは同じ学科で博士課程をしている 2 学年上の日本人の友達で
す。つい先週まで、ルームメイトの研究室で夏休みの研究インターンシップをしていた学部生がリビングに２
週間滞在していたので毎日賑やかでした。これまで会った大学の学部生の印象はみんな生意気ですがスマート
で、自分が北大生だった頃と⽐べると桁違いにやる気や興味、知識を持っていて感心しています。大学のアパー
トは思っていたより快適です。内装はもちろん、洗濯機や物置がある地下室も綺麗に手入れされていて心地良
いです。インターネットも大学アカウントのものなので、毎回 VPN でログインする手続きが省かれ研究作業
をするときも最適な環境です。家賃は光熱費が含まれているので冬季でも安心して暖房を使うことができそう
です。研究室まではこれまで通り自転⾞で通っています。
　米国で開催される国内学会へ初めて 8 月末に 4 日間参加してきました。そのために実験を繰り返し、発表ス
ライドを準備し、所属している二つの研究グループでそれぞれ練習発表する苦労がありましたが、学会発表と
いう目的が目の前にあったので計画を立てて乗り切ることができました。学会はジョージア州アトランタで開
催され、コネチカット州から飛行機で往復しました。アトランタは都会なのにマンハッタンに⽐べて街全体が
綺麗で好印象でした。ただ夏のこの時期は高い気温に加えて湿気も高く、地元である大阪の夏を思い出しまし
た。この学会はとても大規模なことで知られており、例年 2 万人の参加者がひとつの施設に集まるそうですが、
今回はコロナの影響でオンラインとオンサイト参加のハイブリッド形式が取られており、オンサイトの参加者
は一千人を下回ったようです。私は少なくとも 200 人は収容できそうな広い会場で、大きなスクリーン２台に
挟まれた壇上で発表しました。しかし実際部屋には数人しか居らず、中継されているオンラインからの参加人
数は分からないので、広い部屋でたった数人に発表するという状況でした。幸いにも発表後にはいくつか質問
をもらえたので滞りなく私の発表は終わりました。写真は学会で知り合った研究者たちにジョージア工科大学
を案内してもらった後に一緒に夜ご飯を食べた時のものです。
　来月で留学してから早くも 1 年が経ちます。毎日やりたいことに追われ、充実していたと感じます。博士課
程２年目の秋学期も挑戦することを忘れず、心と体の健康第一に楽しく過ごしたいと思います。いつも国際ロー
タリー財団様の大変なご支援を有難うございます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
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ロータリー月例報告 2021-2022 年度

　　　　　チェコ生命科学大学 (CZU) 

　　　　　　　　　　　　　福　原　麻　由

　9 月からいよいよ大学の授業が始まりました。残念ながらまだビザが発行されていないため申請結果を待っ
ている状態です。現在は地元の美瑛にてオンライン授業を受けています。
第一回目の報告書では、在学中の大学及びコースについて簡単にご紹介し、学習報告いたします。

チェコ生命科学大学 (Czech University of Life Sciences Prague)
所在地：プラハ、チェコ共和国
　1906 年に農業の分野に特化した大学として設立されて以降、現在では環境科学の分野の他に、経済学や情
報学など、11 の学部と 20 の大学院のプログラムがあり、英語で開講されている授業が多くあります。大規模
な留学制度であるエラスムスプラスプログラムが利用可能なため、国際色豊かな環境が整っているのも特徴の
一つです。

情報学（Informatics）
　ソフトウェア工学やウェブデザインなどの専門的な知識と技術を学ぶだけではなく、それらを実践するため
のプロジェクト管理方法や経済・経営学、法律などの分野で理論的、実践的な知識を習得します。

現在学習している科目
・Algorithm Development
・English for IT
・Fundamentals of Juridical Sciences
・Introduction to Principles of Computers
・Introduction to Study
・Mathematical Logic and Graph Theory
・Sport
・Theory of Managing Organisational Systems

学習報告
　全く新しい分野であるアルゴリズムやコンピュータの授業では、基本的な数学の知識が必要であり、英語で
の専門用語を使いこなす必要があります。また、数学では数式をグラフ化し読み取る能力の他にも、グラフを
作成するスキルを身につけるため、専用のアプリの使用にも慣れておくよう練習しています。テクノロジーに
関する英語の授業は、ライブ形式で授業を受けているため、教授やクラスメイトと最近話題のテクノロジーに
ついて話しました。話題は主にアップルやグーグルの商品について、物の価値やセキュリティーに関してなど
それぞれの意見を自由に話せる形式で楽しい授業でした。初回ということもあって簡単な内容でしたが、今後
は現在興味がある AI 農業やセキュリティーに関して深く話し合いをしたいので、それらの分野の知識を深め
オンラインでも積極的に発言し主体的に参加します。
　大学生活が始まってからは、日々新しい情報に触れ、教授やクラスメイトとコミュニケーションをとるのは
オンライン授業であっても刺激的であり学ぶことの楽しさを実感しています。ビザが発行され次第、すぐに現
地に行けるよう体調管理を怠らず渡航の準備を進めます。
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ロータリー月例報告 2021-2022 年度

　　ロンドン公衆衛生・熱帯医学大学院（LSHTM） 

　　　　　　　　　　　　　吉　井　啓　太

　隔離も明けていよいよロンドンでの生活が始まりました。
　物価や習慣の違いを楽しんで生活しています。スーパーに行けるようになって、文化的な食事も摂れるよう
になりました。
　隔離明けて 2 週間ほどはインターンシップのためレスター市に行っておりましたが、仕事に加え、現地の歴
史（リチャード三世やバラ戦争など貴族文化を中心に）、食事（イングリッシュブレックファストやサンデーロー
ストなどを頂きました！）など存分に満喫し、体も心もイギリスに慣れてきました。

　20 日からは授業も始まりました。多様なバックグラウンドを持つ世界中の人たちと一緒に、オンライン授
業を楽しんでいます。彼らや教授陣とは 11 月から対面授業になるとアナウンスがあり、このままコロナが収
束することを切に願ってやみません。
　予習の量や議論のスピードに圧倒されつつ、何とかやって行けそうです。

　ここで一つ留学先を改めてご紹介いたします。
　London School of Hygiene and Tropical Medicine との名を冠し、公衆衛生学を中心に幅広いコースを展開し
ています。
　私のコースは MSc Control of Infectious Disease といい、感染症学を中心に様々な学問を一年間でぎゅっと
詰め込んで学習するコースです。
　ロータリー応募当初は感染症自体に興味がありましたが、現在はそれを基軸にした政治経済やテクノロジー
など応用面に興味を持っているため、そうした授業を楽しみながら議論に入っています（1 学期は主に経済や
疫学基礎を勉強しています）。

　10 月中旬にはイギリス中のロータリークラブが集まって会議をするみたいです。今年は約 50 人の奨学生が
世界中から集まっているようで、学期前には顔合わせやパーティーもあったみたいです（私はピクニックに参
加し、交流してきました）。
　同じクラブの方とも連絡を取り、同じクラブに行く同期の奨学生はロンドンで会うことができました。

　今月の写真は留学先より。いよいよここで勉強します。
　隔離明けてすぐ散歩したところ、学生証を発行してもらえました ^^
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ロータリー月例報告 2021-2022 年度

　　　　　　イタリア　フィレンツェ 

　　　　　　　　　　　　　清　水　一智子

　2 月になり余裕をもって使える時間が少なくなってきました。演奏会への練習の追い込みとビザ取得に向け
ての準備で忙しく過ごしました。学校への申し込みも無事完了し、入学許可書が発行され、DHL で送っても
らうことができとても安心できました。また、イタリアで 20 年近く仕事をしている先輩にシェアアパートを
紹介していただくことができ、住まいも確保できました。今では留学生向けの色々な掲示板や紹介サイトがあ
り、そこでアパート紹介などしている方も多くいますが、現実は詐欺なども混ざっていて、フランスに留学し
ている大学の先輩は最初騙されていました。そのことから、とても危機感を持って住まいを探していたのです
が、今回は以前からお世話になっている先輩から紹介して頂けたのでとても感謝しています。ビザ申請には 3
月 1 日に大使館の予約が取れたので行ってきます。
　2 月一番大きな行事はやはり、日本演奏連盟オーケストラシリーズの本番です。21 日、22 日に芸術の森アー
トセンターでオケ合わせがありました。オケ合わせの日、久しぶりにオーケストラを目の前にした時は胸がザ
ワザワして高揚感が止まりませんでした。ちゃんと歌えるだろうか、オケと合わせ且つ自分の音楽を表現でき
るだろうか…沢山の不安がありました。しかし 1 日目のオケ合わせでその不安は一気に払拭でき、とても楽し
くて、全身で音楽を感じることがこんなに幸せなことだったと思い出すことができました。マエストロの現田
茂夫先生の奥様は、ソプラノ歌手の佐藤しのぶさんです。お亡くなりになってしまいましたが、現田先生の指
揮からはオケの音だけではなく歌を感じ、私がどんなふうに歌いたいかをとても敏感に感じ取ってくださり、
ブレスやフレーズ感を合わせてくださり、幸せなひとときでした。またこのような大きな舞台にたちオーケス
トラと共演できる日がくるよう、留学も成功させられるよう、日々精進していきます。
　3 月 1 日、VISA 取得のためイタリア大使館へ。とても立派な建物で荘厳な雰囲気がありとても緊張しました。
ビザの受付をしてくれる方はとても無愛想で不親切という話をいろいろなところで聞いていたのでびっくりは
しませんでしたが、そうでした。電話で確認していた書類と、ネットで集めた情報と合わせて不備のないよう
に申請をしたつもりでしたが、電話での問い合わせの時とは違う書類が必要になったり、イタリア語での面談、
作文があり、対応に追われました。ロータリーから頂いた奨学金が入った通帳を資金源として提出したのです
が、この額 (100 万 ) ではビザの申請が難しい、親の貯金額が必要ということを言われ、『普段なら追い返して
るけど北海道から来ているということと、イタリア語のレベルと留学理由を考慮して、受理します。不備書類
はメールで送り、後日また大使館に原本をもって来てください』とのことでした。留学前に 2 回の東京往復が
必要になるとは！！しかし受理して頂けたことだけでも良かったです。
　戦争も始まってしまい、世界情勢は日々変化しています。もしもビザの申請が通らなくても、戦争が今より
も拡大して留学が難しくなっても、今後なにかイレギュラーがあったとしても、目の前のことを一つずつ乗り
越えいくことを忘れずにいれば、より良い結果になることを信じて頑張ります。
　今月の写真は、指揮者の現田茂夫先生、出演者の皆さん、そして札響の SNS に掲載されていた演奏中の写
真です。メールに添付します。
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地区補助金奨学生　清水一智子さんが文化庁主催の演奏会に出演しました。
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地区学友委員会構成員

委 員 長：前田　浩人（学友委員会委員長 / 苫小牧 RC)
副委員長：小笠原　肇（学友委員会副委員長 / 札幌大通公園 RC）
委　　員：山口　史朗（青少年奉仕委員会委員長 / 札幌東 RC）
　　　　　西村　英晃（青少年交換委員会委員長 / 恵庭 RC）
　　　　　西方　洋昭（RYLA 委員会委員長 / 岩見沢 RC）
　　　　　大西　正啓（インターアクト委員会委員長 / 札幌モーニング RC）
　　　　　髙橋　　耕（ローターアクト委員会副委員長 / 札幌幌南 RC)
　　　　　松原　重俊（地区財団奨学金・平和フェロー委員会委員長 / 砂川 RC）
　　　　　佐藤　竜也（米山記念奨学・学友委員会委員長 / 北斗 RC）
　　　　　富岡　　豊（国際奉仕・VTT 委員会委員長 / 静内 RC）
　　　　　高橋　宣充（学友委員会 / 札幌清田 RC)
　　　　　大森　　徹（学友委員会 / 苫小牧 RC）
　　　　　鈴木　抄織（学友委員会 / 札幌大通公園 RC）
　　　　　鈴木　洋史（財団学友会会長）
　　　　　出村知佳子（ロータリー財団委員会副委員長 / 札幌北 RC）
　　　　　菅原　秀二（地区財団奨学金・平和フェロー委員会副委員長 / 札幌大通公園 RC）

協力団体　財団学友会

編集委員会

前田　浩人（地区学友委員会　委員長）
小笠原　肇（地区学友委員会　副委員長）
鈴木　抄織（地区学友委員会　委員）
菅原　秀二（地区財団奨学金・平和フェロー委員会　副委員長）
富岡　　豊（地区国際奉仕・VTT 委員会　委員長）
大森　　徹（地区学友委員会　委員）
鈴木　洋史（財団学友会　会長）

令和４年１月29日　ロイトン札幌にて　第６回「学友交流・帰国報告会」


