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本日　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

次週　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

第2351回　例会報告／平成29年９月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
すっかり秋らしくなりま
した。
　ところが、衆議院はな
かなか賑やかで、９月28
日解散、10月22日投開票

の予定だそうです。皆さんも十分に吟味して、
投票所に行って欲しいと思います。
　９月22日㈮には、長期交換留学生レイチェ
ル・リントンさんのウェルカムパーティが、
日航ホテル高知旭ロイヤルで賑やかに行われ、
中平さんと私と家内が出席しました。レイチ
ェルさんは、来年５月から、第４ホストファ
ミリーである私どもに来ていただくことにな
っており、大変楽しみにしています。　
　９月２日、2670地区クラブ研修セミナーが
開催されましたので、ご報告します。
　基調講演は「魅力ある元気なクラブづく
り」と題して、第３ゾーンロータリーコーデ
ィネーター補佐の伊藤文利さん（倉吉ＲＣ所
属）でした。
　講演の内容、今のロータリーの現状、会員
数の減少の大きい国、アメリカ、日本。会員
増加国はインド、韓国。世界では地区539、
クラブ数３万5,333、会員数123万6,554人。女
性会員26万1,000人、約21.3％。日本は地区数
34、クラブ数2264、会員数８万7,668人、女

性会員5,399人、６％。
　入会促進について。例会の工夫（楽しい例
会）、活発な奉仕活動（全員参加・感動を与
えること）、人材育成（高潔性・気づき）、会
員の交流、親睦。親睦の上に奉仕活動がある。
　クラブ運営の柔軟性。例会スケジュールの
変更、夜間例会を増やす。例会方法の変更、
出席要件の緩和、メイクアップの拡大適用、
会員の奉仕活動参加。複数の会員種類の提供、
家族会員、準会員、法人会員などの枠を広げ
る。ローターアクターなどの入会。
　我がクラブでも、祭日のある週は休みにし
たらどうか等々、これから検討していきたい
と考えています。
　柔軟運用クラブの新クラブの例。会員の時
間的、経済的、体力的負担を軽減するために、
柔軟なルールに基づく新クラブとして、入会
金なし、食事なし、例会は月２回（夕方と昼）、
会費は格安。
　元気で魅力あるクラブの条件。自主性、全
員参加、行動、多様性、長期的な視野、継続
性、情熱と熱意。
　四国のロータリーの歴史。今橋ＲＣ（1934
年10月17日）、徳島ＲＣ（1935年）、松山ＲＣ
・高松ＲＣ・高知ＲＣ（1937年）。高知東ＲＣ
は1968年10月９日に創立、29名でスタートし
ています。
　今週のガバナー随行員は、26日・島村さん、
27日・西森良文さん、野町さん、28日・29日
・近森範久さんと私。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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９月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

　本日は、長期交換留学生の帰国報告と来日
挨拶です。
◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ
　　浜崎日美子 氏
　　壬生　邦昭 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイト候補者とし

て、篠原　徹氏（高松東ＲＣ）が指名され
ました。各クラブ独自の候補者がある場合
は、10月６日までにガバナー事務所へ書面
にて提出のこと。

・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。

◎茂森碧那さん
　皆さん、こんにちは。
茂森碧那です。アメリカ
のカリフォルニア州にあ
るバイセリアという町に
留学してきました。（スラ
イド上映）

・昨年８月２日、高知空港から出発。この時、
たまたまフレスノ大学の教授の方がいらっし
ゃって、フレスノ国際空港まで一緒でした。
・住んだ町はバイセリアで、高知市の姉妹都
市であるフレスノから１時間ほど離れたとこ
ろで、人口は約13万人。夏はとても暑くて日
差しが強いのですが、日本のようにじめじめ
はしていません。
・バイセリアは兵庫県の三木市の姉妹都市で、
１度、三木市から来た方々とのパーティにも
出席しました。
・３つのホストファミリーにお世話になりま
した。１つの目のホストファミリーは３匹の
ネコを飼っています。２人のホストシスター
と３人のホストブラザーがいて、一番下の娘
さんは同じ高校に通っていました。
・２番目のホストマザーは、本を買えないこ
どもたちのために本をプレゼントするボラン
ティアをしています。ホストファーザーは、
高校生のときに日本に留学したことがあって、
とても日本のことを知っていて、習字や古い
人形を集めたり、日本のことが大好きでした。
・３番目のホストファミリーには１人のホス
トシスターと、２匹の犬がいました。

・学校はレドットハイスクールで、月曜から
金曜まで。授業は英語や世界史、演劇のクラ
スや数学、それとイヤーブックというクラス
を取っていました。最初は、英語が分からな
いので、クラスの内容も分からないし宿題に
も時間がかかって、毎日１番目のホストマ
ザーに助けてもらっていました。
・印象に残っている学校行事に、フットボー
ルの試合があります。アメリカンフットボー
ルの試合はとても盛り上がります。学校のス
クールカラーである青の服を着たり、青の風
船を持って試合に行きます。
・友達をつくるのは大変でした。演劇のクラ
スにいたフィンランドからの留学生と友達に
なったのをきっかけに、その子の友達とつな
がっていきました。また、ロータリーを通じ
てスペインから留学している子もいて、とて
も仲良くなりました。
・ケイトリンもバイセリアに住んで大学に行
っていましたので、よく遊びに行ったりしま
した。
・ロータリーのプログラムでいいなと感じた
のは、他の留学生と出会うことがとても多く
て、私の地区には14人の留学生がいろいろな
国から来ています。留学生同士、大変なこと
を共有したり、一緒に遊んだり、とてもいい
思い出をつくることができました。
・フレスノ市と高知の姉妹都市会議では、と
ても高知のことをよく知って、親切な方々と
も出会いました。
・アメリカの祝日は、日本にはない感謝祭や

クリスマスは、ツリーに本物の木を使ったり、
家族が揃って食事をしたり、いい経験ができ
ました。ホストファミリーは私も家族の一員
として扱ってくれて嬉しかったです。
・私の母が高校生のときに１ヵ月ほど留学し
ていた大学の話をホストファミリーにすると、
すぐに連れて行ってくれました。
・留学中に大統領選挙があってトランプさん
が大統領になりましたが、２番目のホストフ
ァミリーはトランプさんには大反対の家族で、
反対集会などにも連れて行ってもらいました。
・学校生活で特に充実していたのがイヤーブ
ックというクラスです。ここでは１年間のア
ルバムを作ります。写真を撮って、それにつ
いての文を書きます。私は文を書くのが得意
ではないので、たくさんの写真を撮りました。
・ドラマのクラスで行った劇をきっかけに、
人前で話すことも楽しいと思うようになり、
ミュージカルなどにも参加しておけば良かっ
たと後悔しています。
・ハワイには、他の地区からの留学生も一緒
に１週間ほど行きました。日本人の観光客も
たくさんいて、バスの表示なども日本語と英
語で書かれています。
・私のお世話になったロータリーは毎週火曜
日に例会があり、私が英語が話せないときも、
いつもきちんと聞いてくれました。カウンセ
ラーの方や地区の方も気にかけてくれて、毎
週火曜日が楽しみでした。

・カウンセラーの方は親友のように過ごして
くれて、心配してくれるし、いろんなところ
に連れて行ってくれました。
　私の留学は、とても素晴らしいものになり、
たくさんのいい経験をさせていただいたので
すが、私の留学生活がよかったのは、たくさ
んの素晴らしい人々に出会えたからだと強く
感じています。その出会いも、もちろんロー
タリーの皆さんのお陰です。留学中は温かい
サポートをありがとうございました。
　これからは、医療の道に進めるよう努力
し、ローテックスとして未来の留学生を支え
ていけたらいいなと思っています。
◎レイチェル・リントンさん
　皆さん、こんにちは。よろしくお願いしま

す。
　私の名前はレイチェ
ル・リントンです。ロー
タリーの留学生です。17
歳です。カリフォルニア
出身です。８月19日に日

本へ来ました。日本が大好き、高知市は美し
いです。森と山が大好き。アメリカと日本は
とても違います。高知は暑いけどアメリカも
暑いです。
　日本語は難しいけれど毎日勉強します。ホ
ストファミリーと学校の友達はとても素敵で
す。ロータリーの皆さんは親切です。ありが
とうございます。
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「長期交換留学生　帰国報告と来日挨拶」

◇ゲストスピーチ 茂森　碧那 さん・レイチェル・リントン さん

◇出席率報告

 ● 石川　健　長期交換留学生レイチェル・リ
ントンさんが来ていただき、ご挨拶ください
ました。来年５月には我が家へ来てくれま
す。今からとても楽しみです。

 ● 土居祐三　今年度も３ヵ月が経ちました。
あと９ヵ月しか幹事ができません。あぁ残念。
 ● 宇津木達也　遅くなりましたが、お誕生日
のプレゼントありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　先週、忘れ物をして、フロン
トの方にお世話になりました。レインコート
と帽子ありがとうございました。
 ● 竹村克彦　娘が婿と孫を連れて高知に住み
始めました。差し引き２人高知人口が増えま
した。
 ● サロンイースト協力金として

長期交換留学生ウェルカムパーティ
2017年９月22日㈮　於：ホテル日航高知旭ロイヤル

　ホストファミリー４家族・会長・委員など60人で賑やかなパーティーでした。
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挨拶です。
◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ
　　浜崎日美子 氏
　　壬生　邦昭 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイト候補者とし

て、篠原　徹氏（高松東ＲＣ）が指名され
ました。各クラブ独自の候補者がある場合
は、10月６日までにガバナー事務所へ書面
にて提出のこと。

・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。

◎茂森碧那さん
　皆さん、こんにちは。
茂森碧那です。アメリカ
のカリフォルニア州にあ
るバイセリアという町に
留学してきました。（スラ
イド上映）

・昨年８月２日、高知空港から出発。この時、
たまたまフレスノ大学の教授の方がいらっし
ゃって、フレスノ国際空港まで一緒でした。
・住んだ町はバイセリアで、高知市の姉妹都
市であるフレスノから１時間ほど離れたとこ
ろで、人口は約13万人。夏はとても暑くて日
差しが強いのですが、日本のようにじめじめ
はしていません。
・バイセリアは兵庫県の三木市の姉妹都市で、
１度、三木市から来た方々とのパーティにも
出席しました。
・３つのホストファミリーにお世話になりま
した。１つの目のホストファミリーは３匹の
ネコを飼っています。２人のホストシスター
と３人のホストブラザーがいて、一番下の娘
さんは同じ高校に通っていました。
・２番目のホストマザーは、本を買えないこ
どもたちのために本をプレゼントするボラン
ティアをしています。ホストファーザーは、
高校生のときに日本に留学したことがあって、
とても日本のことを知っていて、習字や古い
人形を集めたり、日本のことが大好きでした。
・３番目のホストファミリーには１人のホス
トシスターと、２匹の犬がいました。

・学校はレドットハイスクールで、月曜から
金曜まで。授業は英語や世界史、演劇のクラ
スや数学、それとイヤーブックというクラス
を取っていました。最初は、英語が分からな
いので、クラスの内容も分からないし宿題に
も時間がかかって、毎日１番目のホストマ
ザーに助けてもらっていました。
・印象に残っている学校行事に、フットボー
ルの試合があります。アメリカンフットボー
ルの試合はとても盛り上がります。学校のス
クールカラーである青の服を着たり、青の風
船を持って試合に行きます。
・友達をつくるのは大変でした。演劇のクラ
スにいたフィンランドからの留学生と友達に
なったのをきっかけに、その子の友達とつな
がっていきました。また、ロータリーを通じ
てスペインから留学している子もいて、とて
も仲良くなりました。
・ケイトリンもバイセリアに住んで大学に行
っていましたので、よく遊びに行ったりしま
した。
・ロータリーのプログラムでいいなと感じた
のは、他の留学生と出会うことがとても多く
て、私の地区には14人の留学生がいろいろな
国から来ています。留学生同士、大変なこと
を共有したり、一緒に遊んだり、とてもいい
思い出をつくることができました。
・フレスノ市と高知の姉妹都市会議では、と
ても高知のことをよく知って、親切な方々と
も出会いました。
・アメリカの祝日は、日本にはない感謝祭や

クリスマスは、ツリーに本物の木を使ったり、
家族が揃って食事をしたり、いい経験ができ
ました。ホストファミリーは私も家族の一員
として扱ってくれて嬉しかったです。
・私の母が高校生のときに１ヵ月ほど留学し
ていた大学の話をホストファミリーにすると、
すぐに連れて行ってくれました。
・留学中に大統領選挙があってトランプさん
が大統領になりましたが、２番目のホストフ
ァミリーはトランプさんには大反対の家族で、
反対集会などにも連れて行ってもらいました。
・学校生活で特に充実していたのがイヤーブ
ックというクラスです。ここでは１年間のア
ルバムを作ります。写真を撮って、それにつ
いての文を書きます。私は文を書くのが得意
ではないので、たくさんの写真を撮りました。
・ドラマのクラスで行った劇をきっかけに、
人前で話すことも楽しいと思うようになり、
ミュージカルなどにも参加しておけば良かっ
たと後悔しています。
・ハワイには、他の地区からの留学生も一緒
に１週間ほど行きました。日本人の観光客も
たくさんいて、バスの表示なども日本語と英
語で書かれています。
・私のお世話になったロータリーは毎週火曜
日に例会があり、私が英語が話せないときも、
いつもきちんと聞いてくれました。カウンセ
ラーの方や地区の方も気にかけてくれて、毎
週火曜日が楽しみでした。

・カウンセラーの方は親友のように過ごして
くれて、心配してくれるし、いろんなところ
に連れて行ってくれました。
　私の留学は、とても素晴らしいものになり、
たくさんのいい経験をさせていただいたので
すが、私の留学生活がよかったのは、たくさ
んの素晴らしい人々に出会えたからだと強く
感じています。その出会いも、もちろんロー
タリーの皆さんのお陰です。留学中は温かい
サポートをありがとうございました。
　これからは、医療の道に進めるよう努力
し、ローテックスとして未来の留学生を支え
ていけたらいいなと思っています。
◎レイチェル・リントンさん
　皆さん、こんにちは。よろしくお願いしま

す。
　私の名前はレイチェ
ル・リントンです。ロー
タリーの留学生です。17
歳です。カリフォルニア
出身です。８月19日に日

本へ来ました。日本が大好き、高知市は美し
いです。森と山が大好き。アメリカと日本は
とても違います。高知は暑いけどアメリカも
暑いです。
　日本語は難しいけれど毎日勉強します。ホ
ストファミリーと学校の友達はとても素敵で
す。ロータリーの皆さんは親切です。ありが
とうございます。
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「長期交換留学生　帰国報告と来日挨拶」

◇ゲストスピーチ 茂森　碧那 さん・レイチェル・リントン さん

◇出席率報告

 ● 石川　健　長期交換留学生レイチェル・リ
ントンさんが来ていただき、ご挨拶ください
ました。来年５月には我が家へ来てくれま
す。今からとても楽しみです。

 ● 土居祐三　今年度も３ヵ月が経ちました。
あと９ヵ月しか幹事ができません。あぁ残念。
 ● 宇津木達也　遅くなりましたが、お誕生日
のプレゼントありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　先週、忘れ物をして、フロン
トの方にお世話になりました。レインコート
と帽子ありがとうございました。
 ● 竹村克彦　娘が婿と孫を連れて高知に住み
始めました。差し引き２人高知人口が増えま
した。
 ● サロンイースト協力金として

長期交換留学生ウェルカムパーティ
2017年９月22日㈮　於：ホテル日航高知旭ロイヤル

　ホストファミリー４家族・会長・委員など60人で賑やかなパーティーでした。
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本日　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

次週　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

第2351回　例会報告／平成29年９月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
すっかり秋らしくなりま
した。
　ところが、衆議院はな
かなか賑やかで、９月28
日解散、10月22日投開票

の予定だそうです。皆さんも十分に吟味して、
投票所に行って欲しいと思います。
　９月22日㈮には、長期交換留学生レイチェ
ル・リントンさんのウェルカムパーティが、
日航ホテル高知旭ロイヤルで賑やかに行われ、
中平さんと私と家内が出席しました。レイチ
ェルさんは、来年５月から、第４ホストファ
ミリーである私どもに来ていただくことにな
っており、大変楽しみにしています。　
　９月２日、2670地区クラブ研修セミナーが
開催されましたので、ご報告します。
　基調講演は「魅力ある元気なクラブづく
り」と題して、第３ゾーンロータリーコーデ
ィネーター補佐の伊藤文利さん（倉吉ＲＣ所
属）でした。
　講演の内容、今のロータリーの現状、会員
数の減少の大きい国、アメリカ、日本。会員
増加国はインド、韓国。世界では地区539、
クラブ数３万5,333、会員数123万6,554人。女
性会員26万1,000人、約21.3％。日本は地区数
34、クラブ数2264、会員数８万7,668人、女

性会員5,399人、６％。
　入会促進について。例会の工夫（楽しい例
会）、活発な奉仕活動（全員参加・感動を与
えること）、人材育成（高潔性・気づき）、会
員の交流、親睦。親睦の上に奉仕活動がある。
　クラブ運営の柔軟性。例会スケジュールの
変更、夜間例会を増やす。例会方法の変更、
出席要件の緩和、メイクアップの拡大適用、
会員の奉仕活動参加。複数の会員種類の提供、
家族会員、準会員、法人会員などの枠を広げ
る。ローターアクターなどの入会。
　我がクラブでも、祭日のある週は休みにし
たらどうか等々、これから検討していきたい
と考えています。
　柔軟運用クラブの新クラブの例。会員の時
間的、経済的、体力的負担を軽減するために、
柔軟なルールに基づく新クラブとして、入会
金なし、食事なし、例会は月２回（夕方と昼）、
会費は格安。
　元気で魅力あるクラブの条件。自主性、全
員参加、行動、多様性、長期的な視野、継続
性、情熱と熱意。
　四国のロータリーの歴史。今橋ＲＣ（1934
年10月17日）、徳島ＲＣ（1935年）、松山ＲＣ
・高松ＲＣ・高知ＲＣ（1937年）。高知東ＲＣ
は1968年10月９日に創立、29名でスタートし
ています。
　今週のガバナー随行員は、26日・島村さん、
27日・西森良文さん、野町さん、28日・29日
・近森範久さんと私。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
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９月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

　本日は、長期交換留学生の帰国報告と来日
挨拶です。
◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ
　　浜崎日美子 氏
　　壬生　邦昭 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイト候補者とし

て、篠原　徹氏（高松東ＲＣ）が指名され
ました。各クラブ独自の候補者がある場合
は、10月６日までにガバナー事務所へ書面
にて提出のこと。

・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。

◎茂森碧那さん
　皆さん、こんにちは。
茂森碧那です。アメリカ
のカリフォルニア州にあ
るバイセリアという町に
留学してきました。（スラ
イド上映）

・昨年８月２日、高知空港から出発。この時、
たまたまフレスノ大学の教授の方がいらっし
ゃって、フレスノ国際空港まで一緒でした。
・住んだ町はバイセリアで、高知市の姉妹都
市であるフレスノから１時間ほど離れたとこ
ろで、人口は約13万人。夏はとても暑くて日
差しが強いのですが、日本のようにじめじめ
はしていません。
・バイセリアは兵庫県の三木市の姉妹都市で、
１度、三木市から来た方々とのパーティにも
出席しました。
・３つのホストファミリーにお世話になりま
した。１つの目のホストファミリーは３匹の
ネコを飼っています。２人のホストシスター
と３人のホストブラザーがいて、一番下の娘
さんは同じ高校に通っていました。
・２番目のホストマザーは、本を買えないこ
どもたちのために本をプレゼントするボラン
ティアをしています。ホストファーザーは、
高校生のときに日本に留学したことがあって、
とても日本のことを知っていて、習字や古い
人形を集めたり、日本のことが大好きでした。
・３番目のホストファミリーには１人のホス
トシスターと、２匹の犬がいました。

・学校はレドットハイスクールで、月曜から
金曜まで。授業は英語や世界史、演劇のクラ
スや数学、それとイヤーブックというクラス
を取っていました。最初は、英語が分からな
いので、クラスの内容も分からないし宿題に
も時間がかかって、毎日１番目のホストマ
ザーに助けてもらっていました。
・印象に残っている学校行事に、フットボー
ルの試合があります。アメリカンフットボー
ルの試合はとても盛り上がります。学校のス
クールカラーである青の服を着たり、青の風
船を持って試合に行きます。
・友達をつくるのは大変でした。演劇のクラ
スにいたフィンランドからの留学生と友達に
なったのをきっかけに、その子の友達とつな
がっていきました。また、ロータリーを通じ
てスペインから留学している子もいて、とて
も仲良くなりました。
・ケイトリンもバイセリアに住んで大学に行
っていましたので、よく遊びに行ったりしま
した。
・ロータリーのプログラムでいいなと感じた
のは、他の留学生と出会うことがとても多く
て、私の地区には14人の留学生がいろいろな
国から来ています。留学生同士、大変なこと
を共有したり、一緒に遊んだり、とてもいい
思い出をつくることができました。
・フレスノ市と高知の姉妹都市会議では、と
ても高知のことをよく知って、親切な方々と
も出会いました。
・アメリカの祝日は、日本にはない感謝祭や

クリスマスは、ツリーに本物の木を使ったり、
家族が揃って食事をしたり、いい経験ができ
ました。ホストファミリーは私も家族の一員
として扱ってくれて嬉しかったです。
・私の母が高校生のときに１ヵ月ほど留学し
ていた大学の話をホストファミリーにすると、
すぐに連れて行ってくれました。
・留学中に大統領選挙があってトランプさん
が大統領になりましたが、２番目のホストフ
ァミリーはトランプさんには大反対の家族で、
反対集会などにも連れて行ってもらいました。
・学校生活で特に充実していたのがイヤーブ
ックというクラスです。ここでは１年間のア
ルバムを作ります。写真を撮って、それにつ
いての文を書きます。私は文を書くのが得意
ではないので、たくさんの写真を撮りました。
・ドラマのクラスで行った劇をきっかけに、
人前で話すことも楽しいと思うようになり、
ミュージカルなどにも参加しておけば良かっ
たと後悔しています。
・ハワイには、他の地区からの留学生も一緒
に１週間ほど行きました。日本人の観光客も
たくさんいて、バスの表示なども日本語と英
語で書かれています。
・私のお世話になったロータリーは毎週火曜
日に例会があり、私が英語が話せないときも、
いつもきちんと聞いてくれました。カウンセ
ラーの方や地区の方も気にかけてくれて、毎
週火曜日が楽しみでした。

・カウンセラーの方は親友のように過ごして
くれて、心配してくれるし、いろんなところ
に連れて行ってくれました。
　私の留学は、とても素晴らしいものになり、
たくさんのいい経験をさせていただいたので
すが、私の留学生活がよかったのは、たくさ
んの素晴らしい人々に出会えたからだと強く
感じています。その出会いも、もちろんロー
タリーの皆さんのお陰です。留学中は温かい
サポートをありがとうございました。
　これからは、医療の道に進めるよう努力
し、ローテックスとして未来の留学生を支え
ていけたらいいなと思っています。
◎レイチェル・リントンさん
　皆さん、こんにちは。よろしくお願いしま

す。
　私の名前はレイチェ
ル・リントンです。ロー
タリーの留学生です。17
歳です。カリフォルニア
出身です。８月19日に日

本へ来ました。日本が大好き、高知市は美し
いです。森と山が大好き。アメリカと日本は
とても違います。高知は暑いけどアメリカも
暑いです。
　日本語は難しいけれど毎日勉強します。ホ
ストファミリーと学校の友達はとても素敵で
す。ロータリーの皆さんは親切です。ありが
とうございます。
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「長期交換留学生　帰国報告と来日挨拶」

◇ゲストスピーチ 茂森　碧那 さん・レイチェル・リントン さん

◇出席率報告

 ● 石川　健　長期交換留学生レイチェル・リ
ントンさんが来ていただき、ご挨拶ください
ました。来年５月には我が家へ来てくれま
す。今からとても楽しみです。

 ● 土居祐三　今年度も３ヵ月が経ちました。
あと９ヵ月しか幹事ができません。あぁ残念。
 ● 宇津木達也　遅くなりましたが、お誕生日
のプレゼントありがとうございました。
 ● 福岡満喜子　先週、忘れ物をして、フロン
トの方にお世話になりました。レインコート
と帽子ありがとうございました。
 ● 竹村克彦　娘が婿と孫を連れて高知に住み
始めました。差し引き２人高知人口が増えま
した。
 ● サロンイースト協力金として

長期交換留学生ウェルカムパーティ
2017年９月22日㈮　於：ホテル日航高知旭ロイヤル

　ホストファミリー４家族・会長・委員など60人で賑やかなパーティーでした。
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本日　10月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　地　区　大　会　内　容　発　表

次週　10月11日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

第2351回　例会報告／平成29年９月27日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
すっかり秋らしくなりま
した。
　ところが、衆議院はな
かなか賑やかで、９月28
日解散、10月22日投開票

の予定だそうです。皆さんも十分に吟味して、
投票所に行って欲しいと思います。
　９月22日㈮には、長期交換留学生レイチェ
ル・リントンさんのウェルカムパーティが、
日航ホテル高知旭ロイヤルで賑やかに行われ、
中平さんと私と家内が出席しました。レイチ
ェルさんは、来年５月から、第４ホストファ
ミリーである私どもに来ていただくことにな
っており、大変楽しみにしています。　
　９月２日、2670地区クラブ研修セミナーが
開催されましたので、ご報告します。
　基調講演は「魅力ある元気なクラブづく
り」と題して、第３ゾーンロータリーコーデ
ィネーター補佐の伊藤文利さん（倉吉ＲＣ所
属）でした。
　講演の内容、今のロータリーの現状、会員
数の減少の大きい国、アメリカ、日本。会員
増加国はインド、韓国。世界では地区539、
クラブ数３万5,333、会員数123万6,554人。女
性会員26万1,000人、約21.3％。日本は地区数
34、クラブ数2264、会員数８万7,668人、女

性会員5,399人、６％。
　入会促進について。例会の工夫（楽しい例
会）、活発な奉仕活動（全員参加・感動を与
えること）、人材育成（高潔性・気づき）、会
員の交流、親睦。親睦の上に奉仕活動がある。
　クラブ運営の柔軟性。例会スケジュールの
変更、夜間例会を増やす。例会方法の変更、
出席要件の緩和、メイクアップの拡大適用、
会員の奉仕活動参加。複数の会員種類の提供、
家族会員、準会員、法人会員などの枠を広げ
る。ローターアクターなどの入会。
　我がクラブでも、祭日のある週は休みにし
たらどうか等々、これから検討していきたい
と考えています。
　柔軟運用クラブの新クラブの例。会員の時
間的、経済的、体力的負担を軽減するために、
柔軟なルールに基づく新クラブとして、入会
金なし、食事なし、例会は月２回（夕方と昼）、
会費は格安。
　元気で魅力あるクラブの条件。自主性、全
員参加、行動、多様性、長期的な視野、継続
性、情熱と熱意。
　四国のロータリーの歴史。今橋ＲＣ（1934
年10月17日）、徳島ＲＣ（1935年）、松山ＲＣ
・高松ＲＣ・高知ＲＣ（1937年）。高知東ＲＣ
は1968年10月９日に創立、29名でスタートし
ています。
　今週のガバナー随行員は、26日・島村さん、
27日・西森良文さん、野町さん、28日・29日
・近森範久さんと私。
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９月27日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈪　高知東ＲＣ創立記念日
10月11日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス新阪急）
10月18日㈬　ロータリー休日
10月25日㈬　役員会
11月１日㈬　定例理事会
11月８日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月17日㈮～19日㈰　地区大会
11月29日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第４回クラブ協議会（例会終了後）
　　　　　　役員会　

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　10月５日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　10月５日㈭　６日㈮に変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月10日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　10月12日㈭　10日㈫に変更
高知中央ＲＣ　10月12日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月９日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月10日㈮　例会場変更
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月14日㈫　地区大会に振替
高知西ＲＣ　　11月17日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　11月20日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月28日㈫　４ＲＣ合同夜間例会に振替

　本日は、長期交換留学生の帰国報告と来日
挨拶です。
◇来訪ロータリアン
　高知ロイヤルＲＣ
　　浜崎日美子 氏
　　壬生　邦昭 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏

◇幹　事　報　告
・ガバナーノミニーデジグネイト候補者とし

て、篠原　徹氏（高松東ＲＣ）が指名され
ました。各クラブ独自の候補者がある場合
は、10月６日までにガバナー事務所へ書面
にて提出のこと。

・10月のロータリーレートは１ドル112円です。
・本日例会終了後、役員会を行います。

◎茂森碧那さん
　皆さん、こんにちは。
茂森碧那です。アメリカ
のカリフォルニア州にあ
るバイセリアという町に
留学してきました。（スラ
イド上映）

・昨年８月２日、高知空港から出発。この時、
たまたまフレスノ大学の教授の方がいらっし
ゃって、フレスノ国際空港まで一緒でした。
・住んだ町はバイセリアで、高知市の姉妹都
市であるフレスノから１時間ほど離れたとこ
ろで、人口は約13万人。夏はとても暑くて日
差しが強いのですが、日本のようにじめじめ
はしていません。
・バイセリアは兵庫県の三木市の姉妹都市で、
１度、三木市から来た方々とのパーティにも
出席しました。
・３つのホストファミリーにお世話になりま
した。１つの目のホストファミリーは３匹の
ネコを飼っています。２人のホストシスター
と３人のホストブラザーがいて、一番下の娘
さんは同じ高校に通っていました。
・２番目のホストマザーは、本を買えないこ
どもたちのために本をプレゼントするボラン
ティアをしています。ホストファーザーは、
高校生のときに日本に留学したことがあって、
とても日本のことを知っていて、習字や古い
人形を集めたり、日本のことが大好きでした。
・３番目のホストファミリーには１人のホス
トシスターと、２匹の犬がいました。

・学校はレドットハイスクールで、月曜から
金曜まで。授業は英語や世界史、演劇のクラ
スや数学、それとイヤーブックというクラス
を取っていました。最初は、英語が分からな
いので、クラスの内容も分からないし宿題に
も時間がかかって、毎日１番目のホストマ
ザーに助けてもらっていました。
・印象に残っている学校行事に、フットボー
ルの試合があります。アメリカンフットボー
ルの試合はとても盛り上がります。学校のス
クールカラーである青の服を着たり、青の風
船を持って試合に行きます。
・友達をつくるのは大変でした。演劇のクラ
スにいたフィンランドからの留学生と友達に
なったのをきっかけに、その子の友達とつな
がっていきました。また、ロータリーを通じ
てスペインから留学している子もいて、とて
も仲良くなりました。
・ケイトリンもバイセリアに住んで大学に行
っていましたので、よく遊びに行ったりしま
した。
・ロータリーのプログラムでいいなと感じた
のは、他の留学生と出会うことがとても多く
て、私の地区には14人の留学生がいろいろな
国から来ています。留学生同士、大変なこと
を共有したり、一緒に遊んだり、とてもいい
思い出をつくることができました。
・フレスノ市と高知の姉妹都市会議では、と
ても高知のことをよく知って、親切な方々と
も出会いました。
・アメリカの祝日は、日本にはない感謝祭や

クリスマスは、ツリーに本物の木を使ったり、
家族が揃って食事をしたり、いい経験ができ
ました。ホストファミリーは私も家族の一員
として扱ってくれて嬉しかったです。
・私の母が高校生のときに１ヵ月ほど留学し
ていた大学の話をホストファミリーにすると、
すぐに連れて行ってくれました。
・留学中に大統領選挙があってトランプさん
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・学校生活で特に充実していたのがイヤーブ
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日に例会があり、私が英語が話せないときも、
いつもきちんと聞いてくれました。カウンセ
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週火曜日が楽しみでした。
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