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本日　５月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知の未来づくり方法論」

学校法人龍馬学園 常務理事 就職キャリア支援センター長 泉田　　優 氏

次週　５月15日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2419回　例会報告／平成31年４月18日　天候　晴　８ＲＣ合同夜間例会（高知南ＲＣ担当）

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「奉仕の理想」
◇前田会長挨拶（高知南ＲＣ）
　皆さま、こんばんは。本日も春らしい気持
ちのいいお天気となりました。満月の１日前
のきれいな小望月を十分楽しめそうです。
　新年度スタート４月半ばの、また初の10連
休を間近に控えた何かとお忙しい中、８ＲＣ
合同夜間例会にご来賓の皆さまはじめ、たく
さんのロータリアン並びに関係の皆さまにご
出席いただき、誠にありがとうございます。
　また、昨年11月３日の当クラブ創立60周年
記念行事には、掛水、関、柳澤のパストガバ
ナーをはじめ、たくさんの皆さんにご多忙の
中ご列席いただきまして、お陰様で盛大で充
実した周年行事となりました。ここに改めま
して、深く感謝を申し上げます。
　恒例となったこの夜間例会ですが、調べて
みると今回で45回目となるようです。第１回
は1975年５月23日に高知・東・西・南の４ク
ラブで「合同会員家族親睦会」という名目で
スタートしたという記録があり、最初のころ
はご家族も参加されていたようです。そして、
８回目から北、12回目から中央、19回目から
仁淀、29回目にはロイヤルの各クラブさんが
参加されて、現在の８ＲＣによるものとなり
ました。予想外に古くから、また切れ目なく
行われていること、それ故、現会員はこの合
同夜間例会を伝統ある行事として、これから

も継続する責任があると思った次第です。
　皆さまご存知のように、平成の世もあと10
日余りを残すのみとなりました。この度の改
元は、江戸時代の光格天皇以来、約200年ぶ
りの生前譲位によるもので、明るい祝賀ムー
ドの中で、また史上初の10連休の最中に改元
を体験することになります。そうした、いわ
ば幸せな状況の中で「令和」の世を迎えるわ
けですが、新しい時代はこれまで以上に変化
のスピードが早く、激しい時代となることが
予想されます。そこには、５Ｇ第５世代移動
通信システム、ＡＩ人工知能、遺伝子技術の
進歩等々、かなりの希望を抱くことができる
部分もあると同時に、プライバシー侵害やＡ
Ｉ、遺伝子技術のよからぬ方向への利用な
ど、若干の不安も感じてしまうのは私だけで
はないと思います。加えて、高知では南海ト
ラフ地震という極めて気がかりな危険が続き
ます。
　そんなご時世ではありますが、今宵は悩ま
しいことはとりあえず脇に置いて、懇親会で
はたっぷり楽しみ、気分転換をしていただけ
ればありがたいと思っています。ホストクラ
ブの当クラブとしましては、委員長の田村を
はじめとする親睦委員会を中心に、渾身のお
もてなしをさせていただきます。それでもな
お至らぬ点がございましたら、ロータリーの
寛容の精神でご容赦いただきますよう、何と
ぞお願い申し上げます。
　最後になりましたが、８ＲＣ各クラブのま
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チビニコ 合　計

４月18日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

すますのご発展と、本日ご参会の皆さま方に、
大変貴重なお時間が楽しく、心地良いひとと
きとなりますよう心より祈念申し上げまして、
簡単ではございますが、私の挨拶とさせてい
ただきます。
◇物故会員
　森光恵三 様（享年・72歳　高知西ＲＣ）
　溝渕源樹 様（享年・89歳　高知東ＲＣ）
　上地　清 様（享年・82歳　高知北ＲＣ）
◇来賓、並びに参加クラブ紹介
◇長期交換留学生及びローテックスの紹介
◎ローテックス　武市　縁さん
　昨年４月、私がまだアメリカにいたときは、
留学生と一緒にニューヨークやワシントンな
ど東海岸に旅行に行ったり、新しいホストフ
ァミリーと出会ったり、イースターがあった
り、学校でも卒業に向けて動き始めているこ
ろでした。ロータリーの会がある度、この
ジャケットを出すと懐かしさと寂しさで泣き
そうになります。
　私もこの春から高校３年生、受験生として
少し忙しくなって、余りこちらに出席が叶わ
ないかもしれませんが、これからもローテッ
クスとして関わっていければ嬉しいなと思っ
ています。今日はありがとうございます。

◎長期交換留学生
　エイプリル・デラクルスさん
　ロータリークラブの皆さん、お久しぶりで
す。私は昨日18歳になりました。ホストファ
ミリーや友達とお花見に行って、日本で初め
てサクラを見ました。サクラはきれいで私の
お気に入りの花になりました。私は日本は美
しくて素晴らしい国だと思います。着いたば
かりのころ、周りの美しい山々が見えたのを
覚えています。田んぼもとても美しかったの
を覚えています。最近、東京に行って富士山
を見ることができました。富士山は町から見
ることができ、雪でいっぱいでした。
　私は最近、ホストファミリーと釣りをする
ために海に行きました。５匹の魚を釣って、
とても楽しかったです。日焼けして赤くなり
ました。
　日本とアメリカは文化が違うので、日本に
留学することにしました。アメリカでも、普
段は人と人は距離を少し置きますが、日本人
の距離より断然近いです。私は日本の方が居
心地がいいです。
　もう一つ、日本ではたくさんお辞儀をしま
す。すみません、ありがとう、ごめんなさい、
こんにちは、さよならのときなど。実際、こ

れは役に立つと思います。私はお辞儀の習慣
が好きです。
　ホストの両親は、「アメリカの両親は18歳
の私にハグとキスをするか」と尋ねます。今
でもハグやキスはもちろん、アイラブユーと
毎日、お互いに言います。アメリカでは普通
のことですが、日本ではとても珍しいことで
す。５、６歳の小さい子まではハグやキスを
するけれど、それ以上になると恥ずかしくて
しません。親子も少し距離があります。これ
らは私の経験から学んだことのいくつかです。
　私はもう８ヵ月近く日本にいます。つまり、
日本にはあとわずか３ヵ月です。私は日本で
たくさんのことをしてきましたが、まだもっ
とやりたいと思っています。東京へ旅行して、
有名な渋谷のスクランブル交差点を歩けると
いいのですが。また大阪に行って、タコヤキ
とレインボーチーズトーストを食べたいです。
また、夏の前に北海道にラベンダー畑を見に
行きたいです。
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　私はロータリーやホストファミリー、友達、
そして土佐女子での８ヵ月間の素晴らしい経
験に感謝しています。私は日本で楽しんでい
ます。この長いスピーチを聞いてくれてあり
がとうございました。これからもよろしくお
願いします。 
◎長期交換カウンセラー　筒井善樹会員
　武市さん、エイプリル、もう一人、現在、
アメリカに派遣している吉岡ねねさん。彼女
も一人頑張っています。その様子は月初に報
告書として回覧しています。なかなか読み応
えのある内容ですので、ぜひお目通しいただ
ければと思います。
　長期交換事業、今後とも皆さんのご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇出席率報告
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本日　５月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知の未来づくり方法論」

学校法人龍馬学園 常務理事 就職キャリア支援センター長 泉田　　優 氏

次週　５月15日㈬ 

　　　 　ロ　　ー　　タ　　リ　　ー　　休　　日

第2419回　例会報告／平成31年４月18日　天候　晴　８ＲＣ合同夜間例会（高知南ＲＣ担当）

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「奉仕の理想」
◇前田会長挨拶（高知南ＲＣ）
　皆さま、こんばんは。本日も春らしい気持
ちのいいお天気となりました。満月の１日前
のきれいな小望月を十分楽しめそうです。
　新年度スタート４月半ばの、また初の10連
休を間近に控えた何かとお忙しい中、８ＲＣ
合同夜間例会にご来賓の皆さまはじめ、たく
さんのロータリアン並びに関係の皆さまにご
出席いただき、誠にありがとうございます。
　また、昨年11月３日の当クラブ創立60周年
記念行事には、掛水、関、柳澤のパストガバ
ナーをはじめ、たくさんの皆さんにご多忙の
中ご列席いただきまして、お陰様で盛大で充
実した周年行事となりました。ここに改めま
して、深く感謝を申し上げます。
　恒例となったこの夜間例会ですが、調べて
みると今回で45回目となるようです。第１回
は1975年５月23日に高知・東・西・南の４ク
ラブで「合同会員家族親睦会」という名目で
スタートしたという記録があり、最初のころ
はご家族も参加されていたようです。そして、
８回目から北、12回目から中央、19回目から
仁淀、29回目にはロイヤルの各クラブさんが
参加されて、現在の８ＲＣによるものとなり
ました。予想外に古くから、また切れ目なく
行われていること、それ故、現会員はこの合
同夜間例会を伝統ある行事として、これから

も継続する責任があると思った次第です。
　皆さまご存知のように、平成の世もあと10
日余りを残すのみとなりました。この度の改
元は、江戸時代の光格天皇以来、約200年ぶ
りの生前譲位によるもので、明るい祝賀ムー
ドの中で、また史上初の10連休の最中に改元
を体験することになります。そうした、いわ
ば幸せな状況の中で「令和」の世を迎えるわ
けですが、新しい時代はこれまで以上に変化
のスピードが早く、激しい時代となることが
予想されます。そこには、５Ｇ第５世代移動
通信システム、ＡＩ人工知能、遺伝子技術の
進歩等々、かなりの希望を抱くことができる
部分もあると同時に、プライバシー侵害やＡ
Ｉ、遺伝子技術のよからぬ方向への利用な
ど、若干の不安も感じてしまうのは私だけで
はないと思います。加えて、高知では南海ト
ラフ地震という極めて気がかりな危険が続き
ます。
　そんなご時世ではありますが、今宵は悩ま
しいことはとりあえず脇に置いて、懇親会で
はたっぷり楽しみ、気分転換をしていただけ
ればありがたいと思っています。ホストクラ
ブの当クラブとしましては、委員長の田村を
はじめとする親睦委員会を中心に、渾身のお
もてなしをさせていただきます。それでもな
お至らぬ点がございましたら、ロータリーの
寛容の精神でご容赦いただきますよう、何と
ぞお願い申し上げます。
　最後になりましたが、８ＲＣ各クラブのま
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チビニコ 合　計

４月18日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会
６月５日㈬　定例理事会
６月12日㈬　委員会活動実績報告
６月19日㈬　委員会活動実績報告
６月26日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

すますのご発展と、本日ご参会の皆さま方に、
大変貴重なお時間が楽しく、心地良いひとと
きとなりますよう心より祈念申し上げまして、
簡単ではございますが、私の挨拶とさせてい
ただきます。
◇物故会員
　森光恵三 様（享年・72歳　高知西ＲＣ）
　溝渕源樹 様（享年・89歳　高知東ＲＣ）
　上地　清 様（享年・82歳　高知北ＲＣ）
◇来賓、並びに参加クラブ紹介
◇長期交換留学生及びローテックスの紹介
◎ローテックス　武市　縁さん
　昨年４月、私がまだアメリカにいたときは、
留学生と一緒にニューヨークやワシントンな
ど東海岸に旅行に行ったり、新しいホストフ
ァミリーと出会ったり、イースターがあった
り、学校でも卒業に向けて動き始めているこ
ろでした。ロータリーの会がある度、この
ジャケットを出すと懐かしさと寂しさで泣き
そうになります。
　私もこの春から高校３年生、受験生として
少し忙しくなって、余りこちらに出席が叶わ
ないかもしれませんが、これからもローテッ
クスとして関わっていければ嬉しいなと思っ
ています。今日はありがとうございます。

◎長期交換留学生
　エイプリル・デラクルスさん
　ロータリークラブの皆さん、お久しぶりで
す。私は昨日18歳になりました。ホストファ
ミリーや友達とお花見に行って、日本で初め
てサクラを見ました。サクラはきれいで私の
お気に入りの花になりました。私は日本は美
しくて素晴らしい国だと思います。着いたば
かりのころ、周りの美しい山々が見えたのを
覚えています。田んぼもとても美しかったの
を覚えています。最近、東京に行って富士山
を見ることができました。富士山は町から見
ることができ、雪でいっぱいでした。
　私は最近、ホストファミリーと釣りをする
ために海に行きました。５匹の魚を釣って、
とても楽しかったです。日焼けして赤くなり
ました。
　日本とアメリカは文化が違うので、日本に
留学することにしました。アメリカでも、普
段は人と人は距離を少し置きますが、日本人
の距離より断然近いです。私は日本の方が居
心地がいいです。
　もう一つ、日本ではたくさんお辞儀をしま
す。すみません、ありがとう、ごめんなさい、
こんにちは、さよならのときなど。実際、こ

れは役に立つと思います。私はお辞儀の習慣
が好きです。
　ホストの両親は、「アメリカの両親は18歳
の私にハグとキスをするか」と尋ねます。今
でもハグやキスはもちろん、アイラブユーと
毎日、お互いに言います。アメリカでは普通
のことですが、日本ではとても珍しいことで
す。５、６歳の小さい子まではハグやキスを
するけれど、それ以上になると恥ずかしくて
しません。親子も少し距離があります。これ
らは私の経験から学んだことのいくつかです。
　私はもう８ヵ月近く日本にいます。つまり、
日本にはあとわずか３ヵ月です。私は日本で
たくさんのことをしてきましたが、まだもっ
とやりたいと思っています。東京へ旅行して、
有名な渋谷のスクランブル交差点を歩けると
いいのですが。また大阪に行って、タコヤキ
とレインボーチーズトーストを食べたいです。
また、夏の前に北海道にラベンダー畑を見に
行きたいです。
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　私はロータリーやホストファミリー、友達、
そして土佐女子での８ヵ月間の素晴らしい経
験に感謝しています。私は日本で楽しんでい
ます。この長いスピーチを聞いてくれてあり
がとうございました。これからもよろしくお
願いします。 
◎長期交換カウンセラー　筒井善樹会員
　武市さん、エイプリル、もう一人、現在、
アメリカに派遣している吉岡ねねさん。彼女
も一人頑張っています。その様子は月初に報
告書として回覧しています。なかなか読み応
えのある内容ですので、ぜひお目通しいただ
ければと思います。
　長期交換事業、今後とも皆さんのご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。
◇出席率報告
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