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本日　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

次週　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

第2390回　例会報告／平成30年８月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
まだまだ暑い日が続きま
す。体調にはお気を付け
ください。
　先日、高知新聞に公的
な申請書類に、男女の別

を書かないようにするという記事が載ってい
ました。良いか悪いかは別として、個性の尊
重ということで、こういうことになるのだと
は思いますが、意見が分かれるところではな
いかと思います。
　お能やお茶、居合道など伝統的な型を守る
ものは、みなが同じ動作、所作をするので、
差がどこに生まれるんだと思われるかもしれ
ませんが、それは全く逆で、決まった型だか
らこそ、そこに違いが表れて個性が出てくる
のだと私は思います。
　私も少しだけ居合道をしていましたが、居
合道にはわずか四十数個しか型はありません。
その型は何百年も続いており、要らないとこ
ろはそぎ落とされ、動作の無駄が省かれ、極
めて実践的で極めて美しく、合理的なものに
研ぎ澄まされています。
　余談ですが、新撰組がなぜ強かったかとい
うと、竹刀や木剣で練習はせず、ほとんどが
型ばかりを練習していた。だから、真剣での
間合いの取り方等、実践で強かったというこ

とです。
　昨今のように、個性の尊重と言って、幼い
ころから内容があれば外見はどうでもいい。
それが自由だということですが、自由にさせ
ておいたら、永久に個性なんていうものは伸
ばすことはできないと思います。私は、型に
はまることはいいとは思いませんが、型を身
に付けることは、非常に大事なことだと思い
ます。
　最後に、白州正子さんの短編に出てくるひ
と言をご紹介します。
「人間として知っておくべき基本の生き方を
身に付けた上で、個性はつくられるのであっ
て、野生と自由が違うように、生まれつきの
素質と個性は違います。個性というのは、自
分自身が見いだして、大切に育てていくもの、
それが個性だ」
　そういう意味で考えると、私も人間として
基本的な生き方を身に付けて、個性を育てて
いますが、多分、幼稚園か未熟児程度の育て
方しかできていないように思います。これか
ら、もっと個性を育てていくように頑張って
いきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内　豊功 氏
　高知西ＲＣ　　山中　昭彦 氏
◇お　客　様
　短期交換留学生　　中澤　紗櫻 さん
　お母様　　　　　　中澤ヤスヨ 様

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●
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８月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

「短期交換留学生帰国報告」

◇ゲストスピーチ 短期交換留学生  中澤　紗櫻 さん

　土佐女子高等学校２年の中澤紗櫻です。今
回、東ＲＣより推薦していただき、アメリカ
ニュージャージーへ短期交換派遣学生とし
て、７月26日から８月16日までの３週間、
ホームステイをさせていただき、たくさんの
人と出会い、いろんなことを体験しました。
　初めての海外旅行、初めてのホームステ
イ、初めてづくしで楽しさと不安が入り交り
ながら出発しました。13時間のフライト中で
機内食が３回、まず量に驚きました。夜中の
ハンバーガーは冷めてぱさぱさして、味は微
妙でした。
　アメリカに着くと、ジムさん、スーザンさ
んの夫婦が温かく迎えてくれました。お二人
は結婚50周年で、みんなでちょっとしたお祝
いをしました。初日から最終日まで、朝早く
から夜遅くまで、いつも私たちのサポートを
してくれて感謝してもし切れないぐらい、大
変お世話になりました。
　１軒目のホームステイ先は湖畔のお家で、
事前のメールで家族を紹介してくれて犬がい
ることを知りました。私は犬が若干苦手なの
で、心の準備が必要でしたが、最後には犬と
も仲良くなれました。ホストファーザーが自
分で作ったヨットは、ちゃんと進むことがで
きるしっかりしたものでした。朝には家の周
りを散歩して、いろいろ紹介してくれたので
すが、ポスト一つをとっても、ペイントをし
たりそれぞれ個性があり、おしゃれでした。
　フィラデルフィアにある自由の鐘の音も聞
きました。マディソン市庁舎を訪問し、会議
場を見学したり、市長さんが座っているとこ
ろに座ったり、市長さんからはレポート用紙
をプレゼントしていただきました。

　エジソン博物館では、実際エジソンが使っ
ていた発明道具などもたくさんあり、音楽も
流して聞くことができました。
　ニュージャージーの災害救助犬の記念碑が
ある展望台へ案内してもらい、この出来事は
悲しいことだったと教えられました。9.11メ
モリアルミュージアムには時間の関係で行け
ませんでしたが、この展望台には、9.11のモ
ニュメントがあり、見ることができました。
　ホームステイデイではいろいろなところに
連れて行ってくれました。
　肉眼で自由の女神を見ることもできました。
　ニュージャージー側から、ハドソン川を挟
んでのマンハッタンの景色です。
　夜のライトアップされたタイムズスクエア
には、10時過ぎでも大勢の人がいました。
　スーパーには、日本食がたくさんありまし
た。ハンバーガーやポテト、肉続きの毎日
だったので、納豆を食べれることが嬉しかっ
たです。
　ホームステイ先へのお土産は、ご自宅でも
できるように、お茶を点てる説明書と茶道道
具一式をプレゼントしました。
　モールでは、いちごポッキーなど日本の物
が高かったです。お茶も３ドル99セント、ラ
ムネは２ドル99セント、お小遣いで買うには
高い物ばかりでした。
　ロータリーが支援しているキャンプメリー
ハートへ行きました。
　ニューヨークにある国連本部ビルを見学で
きました。ニュースなどでよく見る国連会議
場を実際に見ることができ、また直前まで国
際会議を行っていたところを見学でき感動し
ました。

　1988年の国連平和維持活動が受賞したノー
ベル賞の実物も見ました。
　ハードロックカフェでランチをしました
が、量が多くて食べきれなかったです。ハー
ドロックカフェは未知の世界でしたが、店内
は格好良かったです。
　食後はセントラルパークを散策し、リスな
ど動物がたくさんいました。
　ニューヨークヤンキースとテキサスレン
ジャーズ戦を観戦しました。球場の大きさ、
人の多さ、熱烈なファンで、ルールなど分か
らなくても選手が見えなくても、とても楽し
めた試合でした。
　田中投手が登板というラッキーな日でした
が、ホームランを３本打たれて降板してしま
いました。
　ロータリーから全員にヤンキースのキャッ
プが支給され、ヤンキースグッズやミッ
キー、自由の女神像がヤンキースの象徴、ピ
ンストライプで展示されていました。
　ジムさんは熱烈なヤンキースファンで、一
緒に観戦できて楽しかったですが、この日は、
すごい点差でヤンキースが負けていました。
　天気は悪かったのですが、テレビや本でし
か見たことのない自由の女神像は、想像以上
に大きくてびっくりしました。
　バスの運転手のジョンは、いつも笑顔で安

全運転で、私たちをいろんなところに連れて
行ってくれました。　
　最終日のイベントはフェアウェルパーティ
でした。特技披露は二人羽織をしました。
パーティには、私たちがお世話になった方た
ちがたくさん来ていて、泣いてしまいました。
　日本にリーダーとして来ていたベニ夫妻
は、２軒目のホームステイ先でした。
　ニュージャージーから高知に来てホームステ
イしたメアリーに再会でき、嬉しかったです。
　毎日が、緊張、驚き、感動の連続で、ホス
トファミリーには温かく迎えていただき、ジ
ムとスーザン夫婦をはじめ、多くの方々のお
陰でいろいろな場所に行き、体験をすること
ができました。自分の拙い英語が伝わったと
きは、とても嬉しかったのですが、もっと英
語力があれば、もっと会話ができたのにと思
いました。英語はとても大切だと、このホー
ムステイで改めて気づかされました。
　これまで以上に英語を勉強し、１人でアメ
リカに行っても困らないぐらいの英語力を身
に付けたら、今回お世話になったホストファ
ミリーに会いに行きたいです。
　最後に、短期交換派遣留学生として参加す
る機会を与えていただき、ありがとうござい
ました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　パストガバナーとして、７月は
東京、網走に。８月は新居浜、大阪、東京に
行きました。９月１、２日は岩国市、10日は
東京に行きます。
 ● 寺尾正生　なかなか帯状疱疹の痛みが取れ
ません。これほど物もちの良い自分が愛おし
いです。　　　　　　　　　
 ● 松本隆之　週末、県知事賞を狙うつもりで、
全力で小４の息子の自由研究を仕上げました。
 ● 松野宏司　広島で、元会員の篠原さんと再

・９月のロータリーレートは１ドル112円です。

会し、いっぱいやってきました。元気で頑
張っていました。
 ● 土居祐三　中央自動車学校、岡社長、娘が
大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
 ● 窪田満里子　我が社の社員の娘が短期留学
させていただきました。とても楽しい留学
だったようです。ありがとうございました。
夜間例会の遅刻も含めて。
 ● 岡﨑勇樹　８月８日の歓迎会開催、ありが
とうございます。今後もよろしくお願いします。
 ● 山村一正　貴重な画像を手に入れたので、
その喜びをニコニコへ！山内様ありがとうご
ざいました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

８月29日

８月15日

総数
－6 57

出席
34

欠席
9

メイク
アップ HC出席率

59.68％

出席率
82.35％8

盆　休　み
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本日　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

次週　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

第2390回　例会報告／平成30年８月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
まだまだ暑い日が続きま
す。体調にはお気を付け
ください。
　先日、高知新聞に公的
な申請書類に、男女の別

を書かないようにするという記事が載ってい
ました。良いか悪いかは別として、個性の尊
重ということで、こういうことになるのだと
は思いますが、意見が分かれるところではな
いかと思います。
　お能やお茶、居合道など伝統的な型を守る
ものは、みなが同じ動作、所作をするので、
差がどこに生まれるんだと思われるかもしれ
ませんが、それは全く逆で、決まった型だか
らこそ、そこに違いが表れて個性が出てくる
のだと私は思います。
　私も少しだけ居合道をしていましたが、居
合道にはわずか四十数個しか型はありません。
その型は何百年も続いており、要らないとこ
ろはそぎ落とされ、動作の無駄が省かれ、極
めて実践的で極めて美しく、合理的なものに
研ぎ澄まされています。
　余談ですが、新撰組がなぜ強かったかとい
うと、竹刀や木剣で練習はせず、ほとんどが
型ばかりを練習していた。だから、真剣での
間合いの取り方等、実践で強かったというこ

とです。
　昨今のように、個性の尊重と言って、幼い
ころから内容があれば外見はどうでもいい。
それが自由だということですが、自由にさせ
ておいたら、永久に個性なんていうものは伸
ばすことはできないと思います。私は、型に
はまることはいいとは思いませんが、型を身
に付けることは、非常に大事なことだと思い
ます。
　最後に、白州正子さんの短編に出てくるひ
と言をご紹介します。
「人間として知っておくべき基本の生き方を
身に付けた上で、個性はつくられるのであっ
て、野生と自由が違うように、生まれつきの
素質と個性は違います。個性というのは、自
分自身が見いだして、大切に育てていくもの、
それが個性だ」
　そういう意味で考えると、私も人間として
基本的な生き方を身に付けて、個性を育てて
いますが、多分、幼稚園か未熟児程度の育て
方しかできていないように思います。これか
ら、もっと個性を育てていくように頑張って
いきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内　豊功 氏
　高知西ＲＣ　　山中　昭彦 氏
◇お　客　様
　短期交換留学生　　中澤　紗櫻 さん
　お母様　　　　　　中澤ヤスヨ 様

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●
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チビニコ 合　計

８月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

「短期交換留学生帰国報告」

◇ゲストスピーチ 短期交換留学生  中澤　紗櫻 さん

　土佐女子高等学校２年の中澤紗櫻です。今
回、東ＲＣより推薦していただき、アメリカ
ニュージャージーへ短期交換派遣学生とし
て、７月26日から８月16日までの３週間、
ホームステイをさせていただき、たくさんの
人と出会い、いろんなことを体験しました。
　初めての海外旅行、初めてのホームステ
イ、初めてづくしで楽しさと不安が入り交り
ながら出発しました。13時間のフライト中で
機内食が３回、まず量に驚きました。夜中の
ハンバーガーは冷めてぱさぱさして、味は微
妙でした。
　アメリカに着くと、ジムさん、スーザンさ
んの夫婦が温かく迎えてくれました。お二人
は結婚50周年で、みんなでちょっとしたお祝
いをしました。初日から最終日まで、朝早く
から夜遅くまで、いつも私たちのサポートを
してくれて感謝してもし切れないぐらい、大
変お世話になりました。
　１軒目のホームステイ先は湖畔のお家で、
事前のメールで家族を紹介してくれて犬がい
ることを知りました。私は犬が若干苦手なの
で、心の準備が必要でしたが、最後には犬と
も仲良くなれました。ホストファーザーが自
分で作ったヨットは、ちゃんと進むことがで
きるしっかりしたものでした。朝には家の周
りを散歩して、いろいろ紹介してくれたので
すが、ポスト一つをとっても、ペイントをし
たりそれぞれ個性があり、おしゃれでした。
　フィラデルフィアにある自由の鐘の音も聞
きました。マディソン市庁舎を訪問し、会議
場を見学したり、市長さんが座っているとこ
ろに座ったり、市長さんからはレポート用紙
をプレゼントしていただきました。

　エジソン博物館では、実際エジソンが使っ
ていた発明道具などもたくさんあり、音楽も
流して聞くことができました。
　ニュージャージーの災害救助犬の記念碑が
ある展望台へ案内してもらい、この出来事は
悲しいことだったと教えられました。9.11メ
モリアルミュージアムには時間の関係で行け
ませんでしたが、この展望台には、9.11のモ
ニュメントがあり、見ることができました。
　ホームステイデイではいろいろなところに
連れて行ってくれました。
　肉眼で自由の女神を見ることもできました。
　ニュージャージー側から、ハドソン川を挟
んでのマンハッタンの景色です。
　夜のライトアップされたタイムズスクエア
には、10時過ぎでも大勢の人がいました。
　スーパーには、日本食がたくさんありまし
た。ハンバーガーやポテト、肉続きの毎日
だったので、納豆を食べれることが嬉しかっ
たです。
　ホームステイ先へのお土産は、ご自宅でも
できるように、お茶を点てる説明書と茶道道
具一式をプレゼントしました。
　モールでは、いちごポッキーなど日本の物
が高かったです。お茶も３ドル99セント、ラ
ムネは２ドル99セント、お小遣いで買うには
高い物ばかりでした。
　ロータリーが支援しているキャンプメリー
ハートへ行きました。
　ニューヨークにある国連本部ビルを見学で
きました。ニュースなどでよく見る国連会議
場を実際に見ることができ、また直前まで国
際会議を行っていたところを見学でき感動し
ました。

　1988年の国連平和維持活動が受賞したノー
ベル賞の実物も見ました。
　ハードロックカフェでランチをしました
が、量が多くて食べきれなかったです。ハー
ドロックカフェは未知の世界でしたが、店内
は格好良かったです。
　食後はセントラルパークを散策し、リスな
ど動物がたくさんいました。
　ニューヨークヤンキースとテキサスレン
ジャーズ戦を観戦しました。球場の大きさ、
人の多さ、熱烈なファンで、ルールなど分か
らなくても選手が見えなくても、とても楽し
めた試合でした。
　田中投手が登板というラッキーな日でした
が、ホームランを３本打たれて降板してしま
いました。
　ロータリーから全員にヤンキースのキャッ
プが支給され、ヤンキースグッズやミッ
キー、自由の女神像がヤンキースの象徴、ピ
ンストライプで展示されていました。
　ジムさんは熱烈なヤンキースファンで、一
緒に観戦できて楽しかったですが、この日は、
すごい点差でヤンキースが負けていました。
　天気は悪かったのですが、テレビや本でし
か見たことのない自由の女神像は、想像以上
に大きくてびっくりしました。
　バスの運転手のジョンは、いつも笑顔で安

全運転で、私たちをいろんなところに連れて
行ってくれました。　
　最終日のイベントはフェアウェルパーティ
でした。特技披露は二人羽織をしました。
パーティには、私たちがお世話になった方た
ちがたくさん来ていて、泣いてしまいました。
　日本にリーダーとして来ていたベニ夫妻
は、２軒目のホームステイ先でした。
　ニュージャージーから高知に来てホームステ
イしたメアリーに再会でき、嬉しかったです。
　毎日が、緊張、驚き、感動の連続で、ホス
トファミリーには温かく迎えていただき、ジ
ムとスーザン夫婦をはじめ、多くの方々のお
陰でいろいろな場所に行き、体験をすること
ができました。自分の拙い英語が伝わったと
きは、とても嬉しかったのですが、もっと英
語力があれば、もっと会話ができたのにと思
いました。英語はとても大切だと、このホー
ムステイで改めて気づかされました。
　これまで以上に英語を勉強し、１人でアメ
リカに行っても困らないぐらいの英語力を身
に付けたら、今回お世話になったホストファ
ミリーに会いに行きたいです。
　最後に、短期交換派遣留学生として参加す
る機会を与えていただき、ありがとうござい
ました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　パストガバナーとして、７月は
東京、網走に。８月は新居浜、大阪、東京に
行きました。９月１、２日は岩国市、10日は
東京に行きます。
 ● 寺尾正生　なかなか帯状疱疹の痛みが取れ
ません。これほど物もちの良い自分が愛おし
いです。　　　　　　　　　
 ● 松本隆之　週末、県知事賞を狙うつもりで、
全力で小４の息子の自由研究を仕上げました。
 ● 松野宏司　広島で、元会員の篠原さんと再

・９月のロータリーレートは１ドル112円です。

会し、いっぱいやってきました。元気で頑
張っていました。
 ● 土居祐三　中央自動車学校、岡社長、娘が
大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
 ● 窪田満里子　我が社の社員の娘が短期留学
させていただきました。とても楽しい留学
だったようです。ありがとうございました。
夜間例会の遅刻も含めて。
 ● 岡﨑勇樹　８月８日の歓迎会開催、ありが
とうございます。今後もよろしくお願いします。
 ● 山村一正　貴重な画像を手に入れたので、
その喜びをニコニコへ！山内様ありがとうご
ざいました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

８月29日

８月15日

総数
－6 57

出席
34

欠席
9

メイク
アップ HC出席率

59.68％

出席率
82.35％8

盆　休　み
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本日　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

次週　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

第2390回　例会報告／平成30年８月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
まだまだ暑い日が続きま
す。体調にはお気を付け
ください。
　先日、高知新聞に公的
な申請書類に、男女の別

を書かないようにするという記事が載ってい
ました。良いか悪いかは別として、個性の尊
重ということで、こういうことになるのだと
は思いますが、意見が分かれるところではな
いかと思います。
　お能やお茶、居合道など伝統的な型を守る
ものは、みなが同じ動作、所作をするので、
差がどこに生まれるんだと思われるかもしれ
ませんが、それは全く逆で、決まった型だか
らこそ、そこに違いが表れて個性が出てくる
のだと私は思います。
　私も少しだけ居合道をしていましたが、居
合道にはわずか四十数個しか型はありません。
その型は何百年も続いており、要らないとこ
ろはそぎ落とされ、動作の無駄が省かれ、極
めて実践的で極めて美しく、合理的なものに
研ぎ澄まされています。
　余談ですが、新撰組がなぜ強かったかとい
うと、竹刀や木剣で練習はせず、ほとんどが
型ばかりを練習していた。だから、真剣での
間合いの取り方等、実践で強かったというこ

とです。
　昨今のように、個性の尊重と言って、幼い
ころから内容があれば外見はどうでもいい。
それが自由だということですが、自由にさせ
ておいたら、永久に個性なんていうものは伸
ばすことはできないと思います。私は、型に
はまることはいいとは思いませんが、型を身
に付けることは、非常に大事なことだと思い
ます。
　最後に、白州正子さんの短編に出てくるひ
と言をご紹介します。
「人間として知っておくべき基本の生き方を
身に付けた上で、個性はつくられるのであっ
て、野生と自由が違うように、生まれつきの
素質と個性は違います。個性というのは、自
分自身が見いだして、大切に育てていくもの、
それが個性だ」
　そういう意味で考えると、私も人間として
基本的な生き方を身に付けて、個性を育てて
いますが、多分、幼稚園か未熟児程度の育て
方しかできていないように思います。これか
ら、もっと個性を育てていくように頑張って
いきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内　豊功 氏
　高知西ＲＣ　　山中　昭彦 氏
◇お　客　様
　短期交換留学生　　中澤　紗櫻 さん
　お母様　　　　　　中澤ヤスヨ 様

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
245,100円

18,150円

263,250円

2,726円

0円

2,726円

247,826円

18,150円

265,976円

チビニコ 合　計

８月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

「短期交換留学生帰国報告」

◇ゲストスピーチ 短期交換留学生  中澤　紗櫻 さん

　土佐女子高等学校２年の中澤紗櫻です。今
回、東ＲＣより推薦していただき、アメリカ
ニュージャージーへ短期交換派遣学生とし
て、７月26日から８月16日までの３週間、
ホームステイをさせていただき、たくさんの
人と出会い、いろんなことを体験しました。
　初めての海外旅行、初めてのホームステ
イ、初めてづくしで楽しさと不安が入り交り
ながら出発しました。13時間のフライト中で
機内食が３回、まず量に驚きました。夜中の
ハンバーガーは冷めてぱさぱさして、味は微
妙でした。
　アメリカに着くと、ジムさん、スーザンさ
んの夫婦が温かく迎えてくれました。お二人
は結婚50周年で、みんなでちょっとしたお祝
いをしました。初日から最終日まで、朝早く
から夜遅くまで、いつも私たちのサポートを
してくれて感謝してもし切れないぐらい、大
変お世話になりました。
　１軒目のホームステイ先は湖畔のお家で、
事前のメールで家族を紹介してくれて犬がい
ることを知りました。私は犬が若干苦手なの
で、心の準備が必要でしたが、最後には犬と
も仲良くなれました。ホストファーザーが自
分で作ったヨットは、ちゃんと進むことがで
きるしっかりしたものでした。朝には家の周
りを散歩して、いろいろ紹介してくれたので
すが、ポスト一つをとっても、ペイントをし
たりそれぞれ個性があり、おしゃれでした。
　フィラデルフィアにある自由の鐘の音も聞
きました。マディソン市庁舎を訪問し、会議
場を見学したり、市長さんが座っているとこ
ろに座ったり、市長さんからはレポート用紙
をプレゼントしていただきました。

　エジソン博物館では、実際エジソンが使っ
ていた発明道具などもたくさんあり、音楽も
流して聞くことができました。
　ニュージャージーの災害救助犬の記念碑が
ある展望台へ案内してもらい、この出来事は
悲しいことだったと教えられました。9.11メ
モリアルミュージアムには時間の関係で行け
ませんでしたが、この展望台には、9.11のモ
ニュメントがあり、見ることができました。
　ホームステイデイではいろいろなところに
連れて行ってくれました。
　肉眼で自由の女神を見ることもできました。
　ニュージャージー側から、ハドソン川を挟
んでのマンハッタンの景色です。
　夜のライトアップされたタイムズスクエア
には、10時過ぎでも大勢の人がいました。
　スーパーには、日本食がたくさんありまし
た。ハンバーガーやポテト、肉続きの毎日
だったので、納豆を食べれることが嬉しかっ
たです。
　ホームステイ先へのお土産は、ご自宅でも
できるように、お茶を点てる説明書と茶道道
具一式をプレゼントしました。
　モールでは、いちごポッキーなど日本の物
が高かったです。お茶も３ドル99セント、ラ
ムネは２ドル99セント、お小遣いで買うには
高い物ばかりでした。
　ロータリーが支援しているキャンプメリー
ハートへ行きました。
　ニューヨークにある国連本部ビルを見学で
きました。ニュースなどでよく見る国連会議
場を実際に見ることができ、また直前まで国
際会議を行っていたところを見学でき感動し
ました。

　1988年の国連平和維持活動が受賞したノー
ベル賞の実物も見ました。
　ハードロックカフェでランチをしました
が、量が多くて食べきれなかったです。ハー
ドロックカフェは未知の世界でしたが、店内
は格好良かったです。
　食後はセントラルパークを散策し、リスな
ど動物がたくさんいました。
　ニューヨークヤンキースとテキサスレン
ジャーズ戦を観戦しました。球場の大きさ、
人の多さ、熱烈なファンで、ルールなど分か
らなくても選手が見えなくても、とても楽し
めた試合でした。
　田中投手が登板というラッキーな日でした
が、ホームランを３本打たれて降板してしま
いました。
　ロータリーから全員にヤンキースのキャッ
プが支給され、ヤンキースグッズやミッ
キー、自由の女神像がヤンキースの象徴、ピ
ンストライプで展示されていました。
　ジムさんは熱烈なヤンキースファンで、一
緒に観戦できて楽しかったですが、この日は、
すごい点差でヤンキースが負けていました。
　天気は悪かったのですが、テレビや本でし
か見たことのない自由の女神像は、想像以上
に大きくてびっくりしました。
　バスの運転手のジョンは、いつも笑顔で安

全運転で、私たちをいろんなところに連れて
行ってくれました。　
　最終日のイベントはフェアウェルパーティ
でした。特技披露は二人羽織をしました。
パーティには、私たちがお世話になった方た
ちがたくさん来ていて、泣いてしまいました。
　日本にリーダーとして来ていたベニ夫妻
は、２軒目のホームステイ先でした。
　ニュージャージーから高知に来てホームステ
イしたメアリーに再会でき、嬉しかったです。
　毎日が、緊張、驚き、感動の連続で、ホス
トファミリーには温かく迎えていただき、ジ
ムとスーザン夫婦をはじめ、多くの方々のお
陰でいろいろな場所に行き、体験をすること
ができました。自分の拙い英語が伝わったと
きは、とても嬉しかったのですが、もっと英
語力があれば、もっと会話ができたのにと思
いました。英語はとても大切だと、このホー
ムステイで改めて気づかされました。
　これまで以上に英語を勉強し、１人でアメ
リカに行っても困らないぐらいの英語力を身
に付けたら、今回お世話になったホストファ
ミリーに会いに行きたいです。
　最後に、短期交換派遣留学生として参加す
る機会を与えていただき、ありがとうござい
ました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　パストガバナーとして、７月は
東京、網走に。８月は新居浜、大阪、東京に
行きました。９月１、２日は岩国市、10日は
東京に行きます。
 ● 寺尾正生　なかなか帯状疱疹の痛みが取れ
ません。これほど物もちの良い自分が愛おし
いです。　　　　　　　　　
 ● 松本隆之　週末、県知事賞を狙うつもりで、
全力で小４の息子の自由研究を仕上げました。
 ● 松野宏司　広島で、元会員の篠原さんと再

・９月のロータリーレートは１ドル112円です。

会し、いっぱいやってきました。元気で頑
張っていました。
 ● 土居祐三　中央自動車学校、岡社長、娘が
大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
 ● 窪田満里子　我が社の社員の娘が短期留学
させていただきました。とても楽しい留学
だったようです。ありがとうございました。
夜間例会の遅刻も含めて。
 ● 岡﨑勇樹　８月８日の歓迎会開催、ありが
とうございます。今後もよろしくお願いします。
 ● 山村一正　貴重な画像を手に入れたので、
その喜びをニコニコへ！山内様ありがとうご
ざいました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

８月29日

８月15日

総数
－6 57

出席
34

欠席
9

メイク
アップ HC出席率

59.68％

出席率
82.35％8

盆　休　み
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本日　９月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「不審な葉書に要注意（寸劇と講演）」

高知警察署 生活安全課 生活安全主任 尾本　周平 氏
生活安全係 黒石　大介 氏

高知中央地区地域安全協会 地域安全アドバイザー 横山　香恵 氏

次週　９月12日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換留学・帰国報告“My exchange year”」

長期交換学生 武智　　縁 さん
April Cruz さん

第2390回　例会報告／平成30年８月29日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
まだまだ暑い日が続きま
す。体調にはお気を付け
ください。
　先日、高知新聞に公的
な申請書類に、男女の別

を書かないようにするという記事が載ってい
ました。良いか悪いかは別として、個性の尊
重ということで、こういうことになるのだと
は思いますが、意見が分かれるところではな
いかと思います。
　お能やお茶、居合道など伝統的な型を守る
ものは、みなが同じ動作、所作をするので、
差がどこに生まれるんだと思われるかもしれ
ませんが、それは全く逆で、決まった型だか
らこそ、そこに違いが表れて個性が出てくる
のだと私は思います。
　私も少しだけ居合道をしていましたが、居
合道にはわずか四十数個しか型はありません。
その型は何百年も続いており、要らないとこ
ろはそぎ落とされ、動作の無駄が省かれ、極
めて実践的で極めて美しく、合理的なものに
研ぎ澄まされています。
　余談ですが、新撰組がなぜ強かったかとい
うと、竹刀や木剣で練習はせず、ほとんどが
型ばかりを練習していた。だから、真剣での
間合いの取り方等、実践で強かったというこ

とです。
　昨今のように、個性の尊重と言って、幼い
ころから内容があれば外見はどうでもいい。
それが自由だということですが、自由にさせ
ておいたら、永久に個性なんていうものは伸
ばすことはできないと思います。私は、型に
はまることはいいとは思いませんが、型を身
に付けることは、非常に大事なことだと思い
ます。
　最後に、白州正子さんの短編に出てくるひ
と言をご紹介します。
「人間として知っておくべき基本の生き方を
身に付けた上で、個性はつくられるのであっ
て、野生と自由が違うように、生まれつきの
素質と個性は違います。個性というのは、自
分自身が見いだして、大切に育てていくもの、
それが個性だ」
　そういう意味で考えると、私も人間として
基本的な生き方を身に付けて、個性を育てて
いますが、多分、幼稚園か未熟児程度の育て
方しかできていないように思います。これか
ら、もっと個性を育てていくように頑張って
いきたいと思います。
◇来訪ロータリアン
　東京南ＲＣ　　山内　豊功 氏
　高知西ＲＣ　　山中　昭彦 氏
◇お　客　様
　短期交換留学生　　中澤　紗櫻 さん
　お母様　　　　　　中澤ヤスヨ 様

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●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

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
245,100円

18,150円

263,250円

2,726円

0円

2,726円

247,826円

18,150円

265,976円

チビニコ 合　計

８月29日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　９月11日㈫～13日㈭　18:30（得月樓）
　９月12日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
９月19日㈬　第３回クラブ協議会
９月26日㈬　役員会
10月３日㈬　定例理事会
10月８日㈪　創立50周年記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月９日㈫　高知東ＲＣ創立記念日
10月10日㈬　振替のため休会
10月17日㈬　ロータリー休日
10月24日㈬　役員会
10月27日㈯・28日㈰　地区大会
　　　　　　　（新居浜市民文化センター）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月６日㈭　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月11日㈫　月見夜間例会
高知中央ＲＣ　９月13日㈭　月見夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月18日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月20日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月20日㈭　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月25日㈫　ロータリー休日
香長ＲＣ　　　９月25日㈫　観月夜間例会
高知西ＲＣ　　９月28日㈮　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　10月４日㈭　月見例会
高知ＲＣ　　　10月９日㈫　夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月９日㈫　定款第８条第１節により休会
高知中央ＲＣ　10月11日㈭　定款第８条第１節により休会
高知北ＲＣ　　10月15日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月25日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　10月26日㈮　地区大会に振替
高知北ＲＣ　　10月29日㈪　地区大会に振替
高知ＲＣ　　　10月30日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月30日㈫　地区大会に振替

◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、役員会を行います。

「短期交換留学生帰国報告」

◇ゲストスピーチ 短期交換留学生  中澤　紗櫻 さん

　土佐女子高等学校２年の中澤紗櫻です。今
回、東ＲＣより推薦していただき、アメリカ
ニュージャージーへ短期交換派遣学生とし
て、７月26日から８月16日までの３週間、
ホームステイをさせていただき、たくさんの
人と出会い、いろんなことを体験しました。
　初めての海外旅行、初めてのホームステ
イ、初めてづくしで楽しさと不安が入り交り
ながら出発しました。13時間のフライト中で
機内食が３回、まず量に驚きました。夜中の
ハンバーガーは冷めてぱさぱさして、味は微
妙でした。
　アメリカに着くと、ジムさん、スーザンさ
んの夫婦が温かく迎えてくれました。お二人
は結婚50周年で、みんなでちょっとしたお祝
いをしました。初日から最終日まで、朝早く
から夜遅くまで、いつも私たちのサポートを
してくれて感謝してもし切れないぐらい、大
変お世話になりました。
　１軒目のホームステイ先は湖畔のお家で、
事前のメールで家族を紹介してくれて犬がい
ることを知りました。私は犬が若干苦手なの
で、心の準備が必要でしたが、最後には犬と
も仲良くなれました。ホストファーザーが自
分で作ったヨットは、ちゃんと進むことがで
きるしっかりしたものでした。朝には家の周
りを散歩して、いろいろ紹介してくれたので
すが、ポスト一つをとっても、ペイントをし
たりそれぞれ個性があり、おしゃれでした。
　フィラデルフィアにある自由の鐘の音も聞
きました。マディソン市庁舎を訪問し、会議
場を見学したり、市長さんが座っているとこ
ろに座ったり、市長さんからはレポート用紙
をプレゼントしていただきました。

　エジソン博物館では、実際エジソンが使っ
ていた発明道具などもたくさんあり、音楽も
流して聞くことができました。
　ニュージャージーの災害救助犬の記念碑が
ある展望台へ案内してもらい、この出来事は
悲しいことだったと教えられました。9.11メ
モリアルミュージアムには時間の関係で行け
ませんでしたが、この展望台には、9.11のモ
ニュメントがあり、見ることができました。
　ホームステイデイではいろいろなところに
連れて行ってくれました。
　肉眼で自由の女神を見ることもできました。
　ニュージャージー側から、ハドソン川を挟
んでのマンハッタンの景色です。
　夜のライトアップされたタイムズスクエア
には、10時過ぎでも大勢の人がいました。
　スーパーには、日本食がたくさんありまし
た。ハンバーガーやポテト、肉続きの毎日
だったので、納豆を食べれることが嬉しかっ
たです。
　ホームステイ先へのお土産は、ご自宅でも
できるように、お茶を点てる説明書と茶道道
具一式をプレゼントしました。
　モールでは、いちごポッキーなど日本の物
が高かったです。お茶も３ドル99セント、ラ
ムネは２ドル99セント、お小遣いで買うには
高い物ばかりでした。
　ロータリーが支援しているキャンプメリー
ハートへ行きました。
　ニューヨークにある国連本部ビルを見学で
きました。ニュースなどでよく見る国連会議
場を実際に見ることができ、また直前まで国
際会議を行っていたところを見学でき感動し
ました。

　1988年の国連平和維持活動が受賞したノー
ベル賞の実物も見ました。
　ハードロックカフェでランチをしました
が、量が多くて食べきれなかったです。ハー
ドロックカフェは未知の世界でしたが、店内
は格好良かったです。
　食後はセントラルパークを散策し、リスな
ど動物がたくさんいました。
　ニューヨークヤンキースとテキサスレン
ジャーズ戦を観戦しました。球場の大きさ、
人の多さ、熱烈なファンで、ルールなど分か
らなくても選手が見えなくても、とても楽し
めた試合でした。
　田中投手が登板というラッキーな日でした
が、ホームランを３本打たれて降板してしま
いました。
　ロータリーから全員にヤンキースのキャッ
プが支給され、ヤンキースグッズやミッ
キー、自由の女神像がヤンキースの象徴、ピ
ンストライプで展示されていました。
　ジムさんは熱烈なヤンキースファンで、一
緒に観戦できて楽しかったですが、この日は、
すごい点差でヤンキースが負けていました。
　天気は悪かったのですが、テレビや本でし
か見たことのない自由の女神像は、想像以上
に大きくてびっくりしました。
　バスの運転手のジョンは、いつも笑顔で安

全運転で、私たちをいろんなところに連れて
行ってくれました。　
　最終日のイベントはフェアウェルパーティ
でした。特技披露は二人羽織をしました。
パーティには、私たちがお世話になった方た
ちがたくさん来ていて、泣いてしまいました。
　日本にリーダーとして来ていたベニ夫妻
は、２軒目のホームステイ先でした。
　ニュージャージーから高知に来てホームステ
イしたメアリーに再会でき、嬉しかったです。
　毎日が、緊張、驚き、感動の連続で、ホス
トファミリーには温かく迎えていただき、ジ
ムとスーザン夫婦をはじめ、多くの方々のお
陰でいろいろな場所に行き、体験をすること
ができました。自分の拙い英語が伝わったと
きは、とても嬉しかったのですが、もっと英
語力があれば、もっと会話ができたのにと思
いました。英語はとても大切だと、このホー
ムステイで改めて気づかされました。
　これまで以上に英語を勉強し、１人でアメ
リカに行っても困らないぐらいの英語力を身
に付けたら、今回お世話になったホストファ
ミリーに会いに行きたいです。
　最後に、短期交換派遣留学生として参加す
る機会を与えていただき、ありがとうござい
ました。

◇出席率報告

 ● 柳澤光秋　パストガバナーとして、７月は
東京、網走に。８月は新居浜、大阪、東京に
行きました。９月１、２日は岩国市、10日は
東京に行きます。
 ● 寺尾正生　なかなか帯状疱疹の痛みが取れ
ません。これほど物もちの良い自分が愛おし
いです。　　　　　　　　　
 ● 松本隆之　週末、県知事賞を狙うつもりで、
全力で小４の息子の自由研究を仕上げました。
 ● 松野宏司　広島で、元会員の篠原さんと再

・９月のロータリーレートは１ドル112円です。

会し、いっぱいやってきました。元気で頑
張っていました。
 ● 土居祐三　中央自動車学校、岡社長、娘が
大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
 ● 窪田満里子　我が社の社員の娘が短期留学
させていただきました。とても楽しい留学
だったようです。ありがとうございました。
夜間例会の遅刻も含めて。
 ● 岡﨑勇樹　８月８日の歓迎会開催、ありが
とうございます。今後もよろしくお願いします。
 ● 山村一正　貴重な画像を手に入れたので、
その喜びをニコニコへ！山内様ありがとうご
ざいました。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻・早退　２件

８月29日

８月15日

総数
－6 57

出席
34

欠席
9

メイク
アップ HC出席率

59.68％

出席率
82.35％8

盆　休　み


