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本日　９月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡本　裕史 会員

次週　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

第2392回　例会報告／平成30年９月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇パスト会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。大勢の会員
の皆さまのご出席ありが
とうございます。
　本日は寺尾会長が所用

で欠席、さらに、前川副会長、石川前会長ま
で欠席ということで、まさかのお鉢が私に
回ってきました。久し振りの挨拶ということ
で少し緊張しています。
　昨日から情報集会が始まり、私も昨夜出て
いましたが、職業奉仕について、浦田リー
ダーのもと、非常に有意義な会でした。
　実は、二女がハワイで結婚式を挙げたいと
いうことで、８月31日から１週間ほど行って
きました。泊まったのは、ヒルトングランド
アイランダーという昨年３月にオープンした
ばかりの、新しいコンドミニアムでした。そ
こはカード式のキーではなく、ＩＣチップの
入ったリストバンドを渡され、手首にはめま
す。エレベーターホールに行くと、液晶のタ
ッチパネルがあり行きたい階を入力すると、
例えばＡのエレベーターに乗りなさいという
表示が出ます。中には階数のボタンは一切あ
りません。部屋は２ベッドルームで、少しい
い部屋はバスタブとウォシュレットが付いて
います。普通の部屋はバスタブもなく普通の

トイレです。
　１日レンタカーを借りて島内観光をしたの
ですが、レンタカー屋のお兄さんは、顔はア
メリカ人ですが、非常に流ちょうな日本語を
話します。彼によると、先日ＡＮＡで日本に
行って、久し振りに人間扱いされた。アメリ
カの飛行機会社の乗務員は安全のことしか考
えていなくて、乗客は喋って、食べて、歩く
生き物ぐらいにしか思っていないといった感
想を述べていました。
　皆さんは、コストコをご存知だと思います。
ハワイにも四つのコストコがありますが、そ
の中の一つイヴィレイ店は、全米で一番活気
があり、売上が高い店だそうです。
　創立50周年がいよいよ１ヵ月切りました。
最後の頑張りにご協力をお願いします。
　本日の卓話は、長期交換受け入れ学生のエ
イプリルさんの挨拶と、派遣学生の武智　縁
さんの帰国報告です。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ
　　筒井善樹氏（長期交換カウンセラー）
◇お客様
　長期交換留学生
　　エイプリル・デラ・クルスさん
◇長期交換運営委員会より
　今まで、長期交換留学生に関する資料は全
て高松で一括保存していましたが、今後は高
知の合同事務局でも管理する方向になりまし
たので、ご報告します。
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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
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９月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
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
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
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
・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん

　皆さん、こんにちは。
昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
きました武智　縁です。
　私が行ったのはカリフ

ォルニアのバイセリアという町で、エイプリ
ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
ンクスギビングやクリスマス、父の日、母の

日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
関心がとても高いということでした。学校で
もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。
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くださって、感謝し切れません。
　最初のホストファミリーとは、約半年を過
ごしました。ホストファザーはアジアの文化
に興味のある方で、リビングには竹刀や長刀
が飾られていて、武士道のＴシャツを着てい
ました。本当の家族のように接してくださっ
て、この方達に一番支えてもらったんじゃな
いかと思っています。私の辛いことも楽しか
ったことも全部受け止めてくださいました。
　２番目のホストマザーには、女の子２人の
お孫さんがいました。1人はまだ３歳で、す
ごく拙い英語を喋っていたので、私にとって
はありがたくて、友達同士とは違う会話をた
くさん楽しめました。アメリカの子どもと接
してみるのが夢だったので、嬉しい経験でし
た。
　３番目のファミリーは、最後まで一緒に過
ごしました。

　次に、学
校の友達で
す 。 今 で
も、学校に
初めて入っ
た日のこと
を覚えてい
ます。最初

は「はじめまして。武智　縁です。日本から
の留学生です」の他に言うことがなかなか分
からなくて、とても緊張していました。私は
日本でモダンダンスを習っていて、向こうで
のダンスの発表会でソロで踊る機会をいただ
きました。その後、全く知らない生徒から、
「日本の留学生でしょう」と声を掛けてもら
うことが増えました。学校にはたくさんの留
学生がいて、そこで新しい関わりができたこ
とも嬉しかったです。
　カリフォルニアは海岸に面しているので、
たくさんビーチに連れていってもらいまし
た。カーメルは素敵な海岸沿いの町です。日
本ではビーチで泳ぐことはあまりないので、
すごく日焼けをして帰ってきました。
　向こうで一番おいしくて、今も食べたいと
思っているのはメキシカンです。タコス、ワ
カモーレ、タマル等々、日本では食べられな
い物をたくさん食べました。
　5230地区は、私が留学した地区です。小さ

な地区で、アルゼ
ン チ ン 、 ブ ラ ジ
ル、チェコ、フィ
ンランド、スペイ
ン、スロバキア、
フランス、スェー
デン、ベルギー、タイ、ドイツ、そして私の
14人の留学生が来ていました。ヨーロッパ圏
の人たちの英語はとてもレベルが高くて、ボ
キャブラリーもあるし、学校にもすぐに溶け
込んでいる印象でした。最初私は、自分の英
語を彼らと比較して、どうしてできないんだ
ろうと、彼らの話を聞く度に思っていまし
た。けれど、ヨーロッパ圏だからと言って何
でもできるわけではなくて、私にはさらっと
言える発音がなかなか言えなかったり、彼ら
もホストファミリーに馴染むことや、学校で
友達をつくることに苦労していたり、私と何
ら変わらない苦労をしていることを知りまし
た。国は違っても悩んでいることは同じで、
それが心強かったです。世界中に同世代の友
達をつくる機会は余りないことだと思いま
す。この13人は、私にとって第二の家族のよ
うな存在で、2020年に再会しようと約束して
います。
　私が過ごした１年間は、とても周りの方に
恵まれた１年だったと感じています。この１
年は、大きなパズルを作っているような感覚
でした。最初はどこから始めていいのか分か
らず、友達もいない、言葉も分からない。で
も、たくさんの方々の支えがあって、無事終
わることができました。一つ一つのピース
は、出会った方々や思い出などです。こうい
う機会を与えてくださったことに、本当に感
謝しています。

「長期交換留学・帰国報告
　　　　　　My exchange year」

◇ゲストスピーチ 長期交換留学生  武智　　縁 さん
長期交換留学生  April Cruz さん

◇出席率報告

 ● 沖　卓史　お陰様で次女が無事ハワイで結
婚式を挙げることができました。久し振りの
会長挨拶で緊張しました。
 ● 松本隆之　エイプリルさん、武智さん、本
日は東ＲＣにお越しいただきありがとうござ
いました。
 ● 前川美智子　本日の例会欠席のお詫び（言
い訳）日本ハンギングバスケット協会の研修
が高知で開催。県外から40名のメンバーが来
ています。午後からは牧野植物園の見学です
が、水上園長先生の講話と、その後は２班に
分かれ、学芸員の方と水上園長先生直々に園
内の案内と説明をしていただきます。明日は
モネの庭の訪問で、川上さんに案内をお願い
しています。本日は、寺尾会長の代理が務め
られずご迷惑をおかけしますが、沖パスト会

長よろしくお願いいたします。
 ● 浦田健治　先週火曜日に、遅ればせながら
東京恵比寿ロータリークラブに、昨年の地区
大会への10名以上の参加と、司葉子さんの講
演のお礼にメイキャップしてきました。望外
の歓待を受け感激しました。司さんから、高
知東ＲＣの皆さまによろしくお伝えください
とのことでした。また、昨日の情報集会で拙
いリーダーをさせていただきました。少人数
で楽しい時間を過ごしました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」10月号から
“THE ROTARY ‒NO- TOMO”が期間限定
で“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
に変更となります。
 ● 土居祐三　上の娘が大学院に合格したみた
いです。我が財布、いつまで経っても軽いま
ま。
 ● 中平真理子　武智さん、お帰りなさい。お
疲れでしょうが、この経験をこれから生かし
て、楽しい学生生活を送ってください。
 ● 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

第１回情報集会
2018年９月11日㈫～13日㈭　於：得月樓、ザ クラウンパレス新阪急高知

仁淀ＲＣ　鮎の会
2018年９月８日㈯　於：いの町仁淀川
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26,120円

353,196円

チビニコ 合　計

９月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
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
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
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
・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん

　皆さん、こんにちは。
昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
きました武智　縁です。
　私が行ったのはカリフ

ォルニアのバイセリアという町で、エイプリ
ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
ンクスギビングやクリスマス、父の日、母の

日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
関心がとても高いということでした。学校で
もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。

９月12日

８月29日
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－6 57
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出席
39
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7
0

メイク
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出席率
86.27％

100％
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くださって、感謝し切れません。
　最初のホストファミリーとは、約半年を過
ごしました。ホストファザーはアジアの文化
に興味のある方で、リビングには竹刀や長刀
が飾られていて、武士道のＴシャツを着てい
ました。本当の家族のように接してくださっ
て、この方達に一番支えてもらったんじゃな
いかと思っています。私の辛いことも楽しか
ったことも全部受け止めてくださいました。
　２番目のホストマザーには、女の子２人の
お孫さんがいました。1人はまだ３歳で、す
ごく拙い英語を喋っていたので、私にとって
はありがたくて、友達同士とは違う会話をた
くさん楽しめました。アメリカの子どもと接
してみるのが夢だったので、嬉しい経験でし
た。
　３番目のファミリーは、最後まで一緒に過
ごしました。

　次に、学
校の友達で
す 。 今 で
も、学校に
初めて入っ
た日のこと
を覚えてい
ます。最初

は「はじめまして。武智　縁です。日本から
の留学生です」の他に言うことがなかなか分
からなくて、とても緊張していました。私は
日本でモダンダンスを習っていて、向こうで
のダンスの発表会でソロで踊る機会をいただ
きました。その後、全く知らない生徒から、
「日本の留学生でしょう」と声を掛けてもら
うことが増えました。学校にはたくさんの留
学生がいて、そこで新しい関わりができたこ
とも嬉しかったです。
　カリフォルニアは海岸に面しているので、
たくさんビーチに連れていってもらいまし
た。カーメルは素敵な海岸沿いの町です。日
本ではビーチで泳ぐことはあまりないので、
すごく日焼けをして帰ってきました。
　向こうで一番おいしくて、今も食べたいと
思っているのはメキシカンです。タコス、ワ
カモーレ、タマル等々、日本では食べられな
い物をたくさん食べました。
　5230地区は、私が留学した地区です。小さ

な地区で、アルゼ
ン チ ン 、 ブ ラ ジ
ル、チェコ、フィ
ンランド、スペイ
ン、スロバキア、
フランス、スェー
デン、ベルギー、タイ、ドイツ、そして私の
14人の留学生が来ていました。ヨーロッパ圏
の人たちの英語はとてもレベルが高くて、ボ
キャブラリーもあるし、学校にもすぐに溶け
込んでいる印象でした。最初私は、自分の英
語を彼らと比較して、どうしてできないんだ
ろうと、彼らの話を聞く度に思っていまし
た。けれど、ヨーロッパ圏だからと言って何
でもできるわけではなくて、私にはさらっと
言える発音がなかなか言えなかったり、彼ら
もホストファミリーに馴染むことや、学校で
友達をつくることに苦労していたり、私と何
ら変わらない苦労をしていることを知りまし
た。国は違っても悩んでいることは同じで、
それが心強かったです。世界中に同世代の友
達をつくる機会は余りないことだと思いま
す。この13人は、私にとって第二の家族のよ
うな存在で、2020年に再会しようと約束して
います。
　私が過ごした１年間は、とても周りの方に
恵まれた１年だったと感じています。この１
年は、大きなパズルを作っているような感覚
でした。最初はどこから始めていいのか分か
らず、友達もいない、言葉も分からない。で
も、たくさんの方々の支えがあって、無事終
わることができました。一つ一つのピース
は、出会った方々や思い出などです。こうい
う機会を与えてくださったことに、本当に感
謝しています。

「長期交換留学・帰国報告
　　　　　　My exchange year」

◇ゲストスピーチ 長期交換留学生  武智　　縁 さん
長期交換留学生  April Cruz さん

◇出席率報告

 ● 沖　卓史　お陰様で次女が無事ハワイで結
婚式を挙げることができました。久し振りの
会長挨拶で緊張しました。
 ● 松本隆之　エイプリルさん、武智さん、本
日は東ＲＣにお越しいただきありがとうござ
いました。
 ● 前川美智子　本日の例会欠席のお詫び（言
い訳）日本ハンギングバスケット協会の研修
が高知で開催。県外から40名のメンバーが来
ています。午後からは牧野植物園の見学です
が、水上園長先生の講話と、その後は２班に
分かれ、学芸員の方と水上園長先生直々に園
内の案内と説明をしていただきます。明日は
モネの庭の訪問で、川上さんに案内をお願い
しています。本日は、寺尾会長の代理が務め
られずご迷惑をおかけしますが、沖パスト会

長よろしくお願いいたします。
 ● 浦田健治　先週火曜日に、遅ればせながら
東京恵比寿ロータリークラブに、昨年の地区
大会への10名以上の参加と、司葉子さんの講
演のお礼にメイキャップしてきました。望外
の歓待を受け感激しました。司さんから、高
知東ＲＣの皆さまによろしくお伝えください
とのことでした。また、昨日の情報集会で拙
いリーダーをさせていただきました。少人数
で楽しい時間を過ごしました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」10月号から
“THE ROTARY ‒NO- TOMO”が期間限定
で“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
に変更となります。
 ● 土居祐三　上の娘が大学院に合格したみた
いです。我が財布、いつまで経っても軽いま
ま。
 ● 中平真理子　武智さん、お帰りなさい。お
疲れでしょうが、この経験をこれから生かし
て、楽しい学生生活を送ってください。
 ● 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

第１回情報集会
2018年９月11日㈫～13日㈭　於：得月樓、ザ クラウンパレス新阪急高知

仁淀ＲＣ　鮎の会
2018年９月８日㈯　於：いの町仁淀川
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本日　９月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡本　裕史 会員

次週　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

第2392回　例会報告／平成30年９月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇パスト会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。大勢の会員
の皆さまのご出席ありが
とうございます。
　本日は寺尾会長が所用

で欠席、さらに、前川副会長、石川前会長ま
で欠席ということで、まさかのお鉢が私に
回ってきました。久し振りの挨拶ということ
で少し緊張しています。
　昨日から情報集会が始まり、私も昨夜出て
いましたが、職業奉仕について、浦田リー
ダーのもと、非常に有意義な会でした。
　実は、二女がハワイで結婚式を挙げたいと
いうことで、８月31日から１週間ほど行って
きました。泊まったのは、ヒルトングランド
アイランダーという昨年３月にオープンした
ばかりの、新しいコンドミニアムでした。そ
こはカード式のキーではなく、ＩＣチップの
入ったリストバンドを渡され、手首にはめま
す。エレベーターホールに行くと、液晶のタ
ッチパネルがあり行きたい階を入力すると、
例えばＡのエレベーターに乗りなさいという
表示が出ます。中には階数のボタンは一切あ
りません。部屋は２ベッドルームで、少しい
い部屋はバスタブとウォシュレットが付いて
います。普通の部屋はバスタブもなく普通の

トイレです。
　１日レンタカーを借りて島内観光をしたの
ですが、レンタカー屋のお兄さんは、顔はア
メリカ人ですが、非常に流ちょうな日本語を
話します。彼によると、先日ＡＮＡで日本に
行って、久し振りに人間扱いされた。アメリ
カの飛行機会社の乗務員は安全のことしか考
えていなくて、乗客は喋って、食べて、歩く
生き物ぐらいにしか思っていないといった感
想を述べていました。
　皆さんは、コストコをご存知だと思います。
ハワイにも四つのコストコがありますが、そ
の中の一つイヴィレイ店は、全米で一番活気
があり、売上が高い店だそうです。
　創立50周年がいよいよ１ヵ月切りました。
最後の頑張りにご協力をお願いします。
　本日の卓話は、長期交換受け入れ学生のエ
イプリルさんの挨拶と、派遣学生の武智　縁
さんの帰国報告です。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ
　　筒井善樹氏（長期交換カウンセラー）
◇お客様
　長期交換留学生
　　エイプリル・デラ・クルスさん
◇長期交換運営委員会より
　今まで、長期交換留学生に関する資料は全
て高松で一括保存していましたが、今後は高
知の合同事務局でも管理する方向になりまし
たので、ご報告します。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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／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
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チビニコ 合　計

９月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
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
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
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
・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん

　皆さん、こんにちは。
昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
きました武智　縁です。
　私が行ったのはカリフ

ォルニアのバイセリアという町で、エイプリ
ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
ンクスギビングやクリスマス、父の日、母の

日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
関心がとても高いということでした。学校で
もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。

９月12日

８月29日

総数
－6 57
－6 57

出席
39
34

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

68.42％

59.65％

出席率
86.27％

100％
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くださって、感謝し切れません。
　最初のホストファミリーとは、約半年を過
ごしました。ホストファザーはアジアの文化
に興味のある方で、リビングには竹刀や長刀
が飾られていて、武士道のＴシャツを着てい
ました。本当の家族のように接してくださっ
て、この方達に一番支えてもらったんじゃな
いかと思っています。私の辛いことも楽しか
ったことも全部受け止めてくださいました。
　２番目のホストマザーには、女の子２人の
お孫さんがいました。1人はまだ３歳で、す
ごく拙い英語を喋っていたので、私にとって
はありがたくて、友達同士とは違う会話をた
くさん楽しめました。アメリカの子どもと接
してみるのが夢だったので、嬉しい経験でし
た。
　３番目のファミリーは、最後まで一緒に過
ごしました。

　次に、学
校の友達で
す 。 今 で
も、学校に
初めて入っ
た日のこと
を覚えてい
ます。最初

は「はじめまして。武智　縁です。日本から
の留学生です」の他に言うことがなかなか分
からなくて、とても緊張していました。私は
日本でモダンダンスを習っていて、向こうで
のダンスの発表会でソロで踊る機会をいただ
きました。その後、全く知らない生徒から、
「日本の留学生でしょう」と声を掛けてもら
うことが増えました。学校にはたくさんの留
学生がいて、そこで新しい関わりができたこ
とも嬉しかったです。
　カリフォルニアは海岸に面しているので、
たくさんビーチに連れていってもらいまし
た。カーメルは素敵な海岸沿いの町です。日
本ではビーチで泳ぐことはあまりないので、
すごく日焼けをして帰ってきました。
　向こうで一番おいしくて、今も食べたいと
思っているのはメキシカンです。タコス、ワ
カモーレ、タマル等々、日本では食べられな
い物をたくさん食べました。
　5230地区は、私が留学した地区です。小さ

な地区で、アルゼ
ン チ ン 、 ブ ラ ジ
ル、チェコ、フィ
ンランド、スペイ
ン、スロバキア、
フランス、スェー
デン、ベルギー、タイ、ドイツ、そして私の
14人の留学生が来ていました。ヨーロッパ圏
の人たちの英語はとてもレベルが高くて、ボ
キャブラリーもあるし、学校にもすぐに溶け
込んでいる印象でした。最初私は、自分の英
語を彼らと比較して、どうしてできないんだ
ろうと、彼らの話を聞く度に思っていまし
た。けれど、ヨーロッパ圏だからと言って何
でもできるわけではなくて、私にはさらっと
言える発音がなかなか言えなかったり、彼ら
もホストファミリーに馴染むことや、学校で
友達をつくることに苦労していたり、私と何
ら変わらない苦労をしていることを知りまし
た。国は違っても悩んでいることは同じで、
それが心強かったです。世界中に同世代の友
達をつくる機会は余りないことだと思いま
す。この13人は、私にとって第二の家族のよ
うな存在で、2020年に再会しようと約束して
います。
　私が過ごした１年間は、とても周りの方に
恵まれた１年だったと感じています。この１
年は、大きなパズルを作っているような感覚
でした。最初はどこから始めていいのか分か
らず、友達もいない、言葉も分からない。で
も、たくさんの方々の支えがあって、無事終
わることができました。一つ一つのピース
は、出会った方々や思い出などです。こうい
う機会を与えてくださったことに、本当に感
謝しています。

「長期交換留学・帰国報告
　　　　　　My exchange year」

◇ゲストスピーチ 長期交換留学生  武智　　縁 さん
長期交換留学生  April Cruz さん

◇出席率報告

 ● 沖　卓史　お陰様で次女が無事ハワイで結
婚式を挙げることができました。久し振りの
会長挨拶で緊張しました。
 ● 松本隆之　エイプリルさん、武智さん、本
日は東ＲＣにお越しいただきありがとうござ
いました。
 ● 前川美智子　本日の例会欠席のお詫び（言
い訳）日本ハンギングバスケット協会の研修
が高知で開催。県外から40名のメンバーが来
ています。午後からは牧野植物園の見学です
が、水上園長先生の講話と、その後は２班に
分かれ、学芸員の方と水上園長先生直々に園
内の案内と説明をしていただきます。明日は
モネの庭の訪問で、川上さんに案内をお願い
しています。本日は、寺尾会長の代理が務め
られずご迷惑をおかけしますが、沖パスト会

長よろしくお願いいたします。
 ● 浦田健治　先週火曜日に、遅ればせながら
東京恵比寿ロータリークラブに、昨年の地区
大会への10名以上の参加と、司葉子さんの講
演のお礼にメイキャップしてきました。望外
の歓待を受け感激しました。司さんから、高
知東ＲＣの皆さまによろしくお伝えください
とのことでした。また、昨日の情報集会で拙
いリーダーをさせていただきました。少人数
で楽しい時間を過ごしました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」10月号から
“THE ROTARY ‒NO- TOMO”が期間限定
で“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
に変更となります。
 ● 土居祐三　上の娘が大学院に合格したみた
いです。我が財布、いつまで経っても軽いま
ま。
 ● 中平真理子　武智さん、お帰りなさい。お
疲れでしょうが、この経験をこれから生かし
て、楽しい学生生活を送ってください。
 ● 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

第１回情報集会
2018年９月11日㈫～13日㈭　於：得月樓、ザ クラウンパレス新阪急高知

仁淀ＲＣ　鮎の会
2018年９月８日㈯　於：いの町仁淀川
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本日　９月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡本　裕史 会員

次週　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

第2392回　例会報告／平成30年９月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇パスト会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。大勢の会員
の皆さまのご出席ありが
とうございます。
　本日は寺尾会長が所用

で欠席、さらに、前川副会長、石川前会長ま
で欠席ということで、まさかのお鉢が私に
回ってきました。久し振りの挨拶ということ
で少し緊張しています。
　昨日から情報集会が始まり、私も昨夜出て
いましたが、職業奉仕について、浦田リー
ダーのもと、非常に有意義な会でした。
　実は、二女がハワイで結婚式を挙げたいと
いうことで、８月31日から１週間ほど行って
きました。泊まったのは、ヒルトングランド
アイランダーという昨年３月にオープンした
ばかりの、新しいコンドミニアムでした。そ
こはカード式のキーではなく、ＩＣチップの
入ったリストバンドを渡され、手首にはめま
す。エレベーターホールに行くと、液晶のタ
ッチパネルがあり行きたい階を入力すると、
例えばＡのエレベーターに乗りなさいという
表示が出ます。中には階数のボタンは一切あ
りません。部屋は２ベッドルームで、少しい
い部屋はバスタブとウォシュレットが付いて
います。普通の部屋はバスタブもなく普通の

トイレです。
　１日レンタカーを借りて島内観光をしたの
ですが、レンタカー屋のお兄さんは、顔はア
メリカ人ですが、非常に流ちょうな日本語を
話します。彼によると、先日ＡＮＡで日本に
行って、久し振りに人間扱いされた。アメリ
カの飛行機会社の乗務員は安全のことしか考
えていなくて、乗客は喋って、食べて、歩く
生き物ぐらいにしか思っていないといった感
想を述べていました。
　皆さんは、コストコをご存知だと思います。
ハワイにも四つのコストコがありますが、そ
の中の一つイヴィレイ店は、全米で一番活気
があり、売上が高い店だそうです。
　創立50周年がいよいよ１ヵ月切りました。
最後の頑張りにご協力をお願いします。
　本日の卓話は、長期交換受け入れ学生のエ
イプリルさんの挨拶と、派遣学生の武智　縁
さんの帰国報告です。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ
　　筒井善樹氏（長期交換カウンセラー）
◇お客様
　長期交換留学生
　　エイプリル・デラ・クルスさん
◇長期交換運営委員会より
　今まで、長期交換留学生に関する資料は全
て高松で一括保存していましたが、今後は高
知の合同事務局でも管理する方向になりまし
たので、ご報告します。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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／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
324,350円

25,100円

349,450円

2,726円

1,020円

3,746円

327,076円

26,120円

353,196円

チビニコ 合　計

９月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
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
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
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
・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん

　皆さん、こんにちは。
昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
きました武智　縁です。
　私が行ったのはカリフ

ォルニアのバイセリアという町で、エイプリ
ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
ンクスギビングやクリスマス、父の日、母の

日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
関心がとても高いということでした。学校で
もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。

９月12日

８月29日
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くださって、感謝し切れません。
　最初のホストファミリーとは、約半年を過
ごしました。ホストファザーはアジアの文化
に興味のある方で、リビングには竹刀や長刀
が飾られていて、武士道のＴシャツを着てい
ました。本当の家族のように接してくださっ
て、この方達に一番支えてもらったんじゃな
いかと思っています。私の辛いことも楽しか
ったことも全部受け止めてくださいました。
　２番目のホストマザーには、女の子２人の
お孫さんがいました。1人はまだ３歳で、す
ごく拙い英語を喋っていたので、私にとって
はありがたくて、友達同士とは違う会話をた
くさん楽しめました。アメリカの子どもと接
してみるのが夢だったので、嬉しい経験でし
た。
　３番目のファミリーは、最後まで一緒に過
ごしました。

　次に、学
校の友達で
す 。 今 で
も、学校に
初めて入っ
た日のこと
を覚えてい
ます。最初

は「はじめまして。武智　縁です。日本から
の留学生です」の他に言うことがなかなか分
からなくて、とても緊張していました。私は
日本でモダンダンスを習っていて、向こうで
のダンスの発表会でソロで踊る機会をいただ
きました。その後、全く知らない生徒から、
「日本の留学生でしょう」と声を掛けてもら
うことが増えました。学校にはたくさんの留
学生がいて、そこで新しい関わりができたこ
とも嬉しかったです。
　カリフォルニアは海岸に面しているので、
たくさんビーチに連れていってもらいまし
た。カーメルは素敵な海岸沿いの町です。日
本ではビーチで泳ぐことはあまりないので、
すごく日焼けをして帰ってきました。
　向こうで一番おいしくて、今も食べたいと
思っているのはメキシカンです。タコス、ワ
カモーレ、タマル等々、日本では食べられな
い物をたくさん食べました。
　5230地区は、私が留学した地区です。小さ

な地区で、アルゼ
ン チ ン 、 ブ ラ ジ
ル、チェコ、フィ
ンランド、スペイ
ン、スロバキア、
フランス、スェー
デン、ベルギー、タイ、ドイツ、そして私の
14人の留学生が来ていました。ヨーロッパ圏
の人たちの英語はとてもレベルが高くて、ボ
キャブラリーもあるし、学校にもすぐに溶け
込んでいる印象でした。最初私は、自分の英
語を彼らと比較して、どうしてできないんだ
ろうと、彼らの話を聞く度に思っていまし
た。けれど、ヨーロッパ圏だからと言って何
でもできるわけではなくて、私にはさらっと
言える発音がなかなか言えなかったり、彼ら
もホストファミリーに馴染むことや、学校で
友達をつくることに苦労していたり、私と何
ら変わらない苦労をしていることを知りまし
た。国は違っても悩んでいることは同じで、
それが心強かったです。世界中に同世代の友
達をつくる機会は余りないことだと思いま
す。この13人は、私にとって第二の家族のよ
うな存在で、2020年に再会しようと約束して
います。
　私が過ごした１年間は、とても周りの方に
恵まれた１年だったと感じています。この１
年は、大きなパズルを作っているような感覚
でした。最初はどこから始めていいのか分か
らず、友達もいない、言葉も分からない。で
も、たくさんの方々の支えがあって、無事終
わることができました。一つ一つのピース
は、出会った方々や思い出などです。こうい
う機会を与えてくださったことに、本当に感
謝しています。

「長期交換留学・帰国報告
　　　　　　My exchange year」

◇ゲストスピーチ 長期交換留学生  武智　　縁 さん
長期交換留学生  April Cruz さん

◇出席率報告

 ● 沖　卓史　お陰様で次女が無事ハワイで結
婚式を挙げることができました。久し振りの
会長挨拶で緊張しました。
 ● 松本隆之　エイプリルさん、武智さん、本
日は東ＲＣにお越しいただきありがとうござ
いました。
 ● 前川美智子　本日の例会欠席のお詫び（言
い訳）日本ハンギングバスケット協会の研修
が高知で開催。県外から40名のメンバーが来
ています。午後からは牧野植物園の見学です
が、水上園長先生の講話と、その後は２班に
分かれ、学芸員の方と水上園長先生直々に園
内の案内と説明をしていただきます。明日は
モネの庭の訪問で、川上さんに案内をお願い
しています。本日は、寺尾会長の代理が務め
られずご迷惑をおかけしますが、沖パスト会

長よろしくお願いいたします。
 ● 浦田健治　先週火曜日に、遅ればせながら
東京恵比寿ロータリークラブに、昨年の地区
大会への10名以上の参加と、司葉子さんの講
演のお礼にメイキャップしてきました。望外
の歓待を受け感激しました。司さんから、高
知東ＲＣの皆さまによろしくお伝えください
とのことでした。また、昨日の情報集会で拙
いリーダーをさせていただきました。少人数
で楽しい時間を過ごしました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」10月号から
“THE ROTARY ‒NO- TOMO”が期間限定
で“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
に変更となります。
 ● 土居祐三　上の娘が大学院に合格したみた
いです。我が財布、いつまで経っても軽いま
ま。
 ● 中平真理子　武智さん、お帰りなさい。お
疲れでしょうが、この経験をこれから生かし
て、楽しい学生生活を送ってください。
 ● 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

第１回情報集会
2018年９月11日㈫～13日㈭　於：得月樓、ザ クラウンパレス新阪急高知

仁淀ＲＣ　鮎の会
2018年９月８日㈯　於：いの町仁淀川
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本日　９月19日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

岡本　裕史 会員

次週　９月26日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ハンガリー・ルーマニアの旅」

関　　淑公 会員

第2392回　例会報告／平成30年９月12日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇パスト会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。大勢の会員
の皆さまのご出席ありが
とうございます。
　本日は寺尾会長が所用

で欠席、さらに、前川副会長、石川前会長ま
で欠席ということで、まさかのお鉢が私に
回ってきました。久し振りの挨拶ということ
で少し緊張しています。
　昨日から情報集会が始まり、私も昨夜出て
いましたが、職業奉仕について、浦田リー
ダーのもと、非常に有意義な会でした。
　実は、二女がハワイで結婚式を挙げたいと
いうことで、８月31日から１週間ほど行って
きました。泊まったのは、ヒルトングランド
アイランダーという昨年３月にオープンした
ばかりの、新しいコンドミニアムでした。そ
こはカード式のキーではなく、ＩＣチップの
入ったリストバンドを渡され、手首にはめま
す。エレベーターホールに行くと、液晶のタ
ッチパネルがあり行きたい階を入力すると、
例えばＡのエレベーターに乗りなさいという
表示が出ます。中には階数のボタンは一切あ
りません。部屋は２ベッドルームで、少しい
い部屋はバスタブとウォシュレットが付いて
います。普通の部屋はバスタブもなく普通の

トイレです。
　１日レンタカーを借りて島内観光をしたの
ですが、レンタカー屋のお兄さんは、顔はア
メリカ人ですが、非常に流ちょうな日本語を
話します。彼によると、先日ＡＮＡで日本に
行って、久し振りに人間扱いされた。アメリ
カの飛行機会社の乗務員は安全のことしか考
えていなくて、乗客は喋って、食べて、歩く
生き物ぐらいにしか思っていないといった感
想を述べていました。
　皆さんは、コストコをご存知だと思います。
ハワイにも四つのコストコがありますが、そ
の中の一つイヴィレイ店は、全米で一番活気
があり、売上が高い店だそうです。
　創立50周年がいよいよ１ヵ月切りました。
最後の頑張りにご協力をお願いします。
　本日の卓話は、長期交換受け入れ学生のエ
イプリルさんの挨拶と、派遣学生の武智　縁
さんの帰国報告です。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ
　　筒井善樹氏（長期交換カウンセラー）
◇お客様
　長期交換留学生
　　エイプリル・デラ・クルスさん
◇長期交換運営委員会より
　今まで、長期交換留学生に関する資料は全
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知の合同事務局でも管理する方向になりまし
たので、ご報告します。
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・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん
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昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
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ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
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日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
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もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。
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◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇パスト会長挨拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。大勢の会員
の皆さまのご出席ありが
とうございます。
　本日は寺尾会長が所用

で欠席、さらに、前川副会長、石川前会長ま
で欠席ということで、まさかのお鉢が私に
回ってきました。久し振りの挨拶ということ
で少し緊張しています。
　昨日から情報集会が始まり、私も昨夜出て
いましたが、職業奉仕について、浦田リー
ダーのもと、非常に有意義な会でした。
　実は、二女がハワイで結婚式を挙げたいと
いうことで、８月31日から１週間ほど行って
きました。泊まったのは、ヒルトングランド
アイランダーという昨年３月にオープンした
ばかりの、新しいコンドミニアムでした。そ
こはカード式のキーではなく、ＩＣチップの
入ったリストバンドを渡され、手首にはめま
す。エレベーターホールに行くと、液晶のタ
ッチパネルがあり行きたい階を入力すると、
例えばＡのエレベーターに乗りなさいという
表示が出ます。中には階数のボタンは一切あ
りません。部屋は２ベッドルームで、少しい
い部屋はバスタブとウォシュレットが付いて
います。普通の部屋はバスタブもなく普通の

トイレです。
　１日レンタカーを借りて島内観光をしたの
ですが、レンタカー屋のお兄さんは、顔はア
メリカ人ですが、非常に流ちょうな日本語を
話します。彼によると、先日ＡＮＡで日本に
行って、久し振りに人間扱いされた。アメリ
カの飛行機会社の乗務員は安全のことしか考
えていなくて、乗客は喋って、食べて、歩く
生き物ぐらいにしか思っていないといった感
想を述べていました。
　皆さんは、コストコをご存知だと思います。
ハワイにも四つのコストコがありますが、そ
の中の一つイヴィレイ店は、全米で一番活気
があり、売上が高い店だそうです。
　創立50周年がいよいよ１ヵ月切りました。
最後の頑張りにご協力をお願いします。
　本日の卓話は、長期交換受け入れ学生のエ
イプリルさんの挨拶と、派遣学生の武智　縁
さんの帰国報告です。
◇来訪ロータリアン
　高知ＲＣ
　　筒井善樹氏（長期交換カウンセラー）
◇お客様
　長期交換留学生
　　エイプリル・デラ・クルスさん
◇長期交換運営委員会より
　今まで、長期交換留学生に関する資料は全
て高松で一括保存していましたが、今後は高
知の合同事務局でも管理する方向になりまし
たので、ご報告します。
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　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
324,350円

25,100円

349,450円

2,726円

1,020円

3,746円

327,076円

26,120円

353,196円

チビニコ 合　計

９月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
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）
11月７日㈬　定例理事会
11月28日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
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
香長ＲＣ　　　10月２日㈫　ロータリー休日
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
香長ＲＣ　　　10月９日㈫　10月8日高知東RC周年記念行事へ振替
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
・10月27日、28日の地区大会について、宿泊

施設が確保できないこととバスの駐車場の
関係等々で、理事会で話し合いの結果、27
日日帰りということになりました。再度出
席の検討をお願いします。

・昨日から情報集会を開催していますが、本

◎April Cruzさん

　皆さん、こんにちは。
はじめまして、私の名前
はエイプリル　デラ　ク
ルスです。17歳です。ア
メリカのカリフォルニア
から来ました。ルービッ

ク・キューブと数字パズルが好きです。よろ
しくお願いします。ありがとうございます。
◎武智　　縁さん

　皆さん、こんにちは。
昨年の夏から１年間、ア
メリカのカリフォルニア
に長期留学させていただ
きました武智　縁です。
　私が行ったのはカリフ

ォルニアのバイセリアという町で、エイプリ
ルさんの住んでいるトゥエイから車で15～20
分ほどのところです。人口は13万人、高知の
３分の１位の小さな町です。
　アメリカに行く前は、映画やメディアで流
れる銃や麻薬などの印象から、少し危険な国
だと思っていました。ただ、人々は明るくて
楽しいし、ジャンクフードがたくさんあって、
カリフォルニアはずっと晴れてるだろうなと
いう簡単なイメージでした。
　家族との時間をとても大切にしていて、サ
ンクスギビングやクリスマス、父の日、母の

日と日本では体験できないホリデーをたくさ
ん経験しました。少し驚いたのはLGBTへの
関心がとても高いということでした。学校で
もレズやゲイの友達が何人かできました。私
の視野を広げてくれた一つでもあります。
ジャンクフードやハンバーガーに関しては想
像以上でした。最初のホストファミリーで
は、毎週金曜日の夕食はピザかフライドチキ
ンでした。
　私の通っていた学校はレッドウッド・ハ
イ・スクールで、もちろん制服もありませ
ん。女子校の中にいた私にとっては、共学が
とても新鮮でした。厳しいルールも特にはな
くて、授業も自分で決めるし、やりたいこと
なども全部を自分で決めます。授業の形もプ
レゼンや友達とのディスカッションなど、と
ても活動的だったと感じています。
　向こうでは、ホストファミリーや中学生と
一緒にいろんなところに行きました。特に楽
しかったのはニューヨークとディズニー、ユ
ニバーサルスタジオです。ニューヨークやワ
シントンには留学生の旅行で行きました。国
連の本部を見学する機会があり、実際に使わ
れている会議室や物を見ることができ、とて
も貴重な経験をさせていただいたと思います。
　ホストファミリーの方達がいなければ、私
の留学は成立しなかったので、本当に大切な
方々です。私を自分の子どものように接して

日、13時半から、当ホテル星の間でも情報
集会を行います。

・南ＲＣ60周年への登録、出席が少ないよう
ですのでよろしくお願いします。

・出席委員会より、月間出席予定について、
ご協力をお願いします。

９月12日

８月29日
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出席率
86.27％

100％

5
17

くださって、感謝し切れません。
　最初のホストファミリーとは、約半年を過
ごしました。ホストファザーはアジアの文化
に興味のある方で、リビングには竹刀や長刀
が飾られていて、武士道のＴシャツを着てい
ました。本当の家族のように接してくださっ
て、この方達に一番支えてもらったんじゃな
いかと思っています。私の辛いことも楽しか
ったことも全部受け止めてくださいました。
　２番目のホストマザーには、女の子２人の
お孫さんがいました。1人はまだ３歳で、す
ごく拙い英語を喋っていたので、私にとって
はありがたくて、友達同士とは違う会話をた
くさん楽しめました。アメリカの子どもと接
してみるのが夢だったので、嬉しい経験でし
た。
　３番目のファミリーは、最後まで一緒に過
ごしました。

　次に、学
校の友達で
す 。 今 で
も、学校に
初めて入っ
た日のこと
を覚えてい
ます。最初

は「はじめまして。武智　縁です。日本から
の留学生です」の他に言うことがなかなか分
からなくて、とても緊張していました。私は
日本でモダンダンスを習っていて、向こうで
のダンスの発表会でソロで踊る機会をいただ
きました。その後、全く知らない生徒から、
「日本の留学生でしょう」と声を掛けてもら
うことが増えました。学校にはたくさんの留
学生がいて、そこで新しい関わりができたこ
とも嬉しかったです。
　カリフォルニアは海岸に面しているので、
たくさんビーチに連れていってもらいまし
た。カーメルは素敵な海岸沿いの町です。日
本ではビーチで泳ぐことはあまりないので、
すごく日焼けをして帰ってきました。
　向こうで一番おいしくて、今も食べたいと
思っているのはメキシカンです。タコス、ワ
カモーレ、タマル等々、日本では食べられな
い物をたくさん食べました。
　5230地区は、私が留学した地区です。小さ

な地区で、アルゼ
ン チ ン 、 ブ ラ ジ
ル、チェコ、フィ
ンランド、スペイ
ン、スロバキア、
フランス、スェー
デン、ベルギー、タイ、ドイツ、そして私の
14人の留学生が来ていました。ヨーロッパ圏
の人たちの英語はとてもレベルが高くて、ボ
キャブラリーもあるし、学校にもすぐに溶け
込んでいる印象でした。最初私は、自分の英
語を彼らと比較して、どうしてできないんだ
ろうと、彼らの話を聞く度に思っていまし
た。けれど、ヨーロッパ圏だからと言って何
でもできるわけではなくて、私にはさらっと
言える発音がなかなか言えなかったり、彼ら
もホストファミリーに馴染むことや、学校で
友達をつくることに苦労していたり、私と何
ら変わらない苦労をしていることを知りまし
た。国は違っても悩んでいることは同じで、
それが心強かったです。世界中に同世代の友
達をつくる機会は余りないことだと思いま
す。この13人は、私にとって第二の家族のよ
うな存在で、2020年に再会しようと約束して
います。
　私が過ごした１年間は、とても周りの方に
恵まれた１年だったと感じています。この１
年は、大きなパズルを作っているような感覚
でした。最初はどこから始めていいのか分か
らず、友達もいない、言葉も分からない。で
も、たくさんの方々の支えがあって、無事終
わることができました。一つ一つのピース
は、出会った方々や思い出などです。こうい
う機会を与えてくださったことに、本当に感
謝しています。

「長期交換留学・帰国報告
　　　　　　My exchange year」

◇ゲストスピーチ 長期交換留学生  武智　　縁 さん
長期交換留学生  April Cruz さん

◇出席率報告

 ● 沖　卓史　お陰様で次女が無事ハワイで結
婚式を挙げることができました。久し振りの
会長挨拶で緊張しました。
 ● 松本隆之　エイプリルさん、武智さん、本
日は東ＲＣにお越しいただきありがとうござ
いました。
 ● 前川美智子　本日の例会欠席のお詫び（言
い訳）日本ハンギングバスケット協会の研修
が高知で開催。県外から40名のメンバーが来
ています。午後からは牧野植物園の見学です
が、水上園長先生の講話と、その後は２班に
分かれ、学芸員の方と水上園長先生直々に園
内の案内と説明をしていただきます。明日は
モネの庭の訪問で、川上さんに案内をお願い
しています。本日は、寺尾会長の代理が務め
られずご迷惑をおかけしますが、沖パスト会

長よろしくお願いいたします。
 ● 浦田健治　先週火曜日に、遅ればせながら
東京恵比寿ロータリークラブに、昨年の地区
大会への10名以上の参加と、司葉子さんの講
演のお礼にメイキャップしてきました。望外
の歓待を受け感激しました。司さんから、高
知東ＲＣの皆さまによろしくお伝えください
とのことでした。また、昨日の情報集会で拙
いリーダーをさせていただきました。少人数
で楽しい時間を過ごしました。
 ● 柳澤光秋　「ロータリーの友」10月号から
“THE ROTARY ‒NO- TOMO”が期間限定
で“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
に変更となります。
 ● 土居祐三　上の娘が大学院に合格したみた
いです。我が財布、いつまで経っても軽いま
ま。
 ● 中平真理子　武智さん、お帰りなさい。お
疲れでしょうが、この経験をこれから生かし
て、楽しい学生生活を送ってください。
 ● 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

第１回情報集会
2018年９月11日㈫～13日㈭　於：得月樓、ザ クラウンパレス新阪急高知

仁淀ＲＣ　鮎の会
2018年９月８日㈯　於：いの町仁淀川


