
直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び
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本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか



直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び
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本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
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た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか



直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び
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本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日
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た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか



直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び

高知東ロータリークラブ週報
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本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
199,276円

26,250円

225,526円

2,230円

0円

2,230円

201,506円

26,250円

227,756円

チビニコ 合　計

７月31日
今期の累計

７月31日

７月17日

総数
－6 54
－3 54

出席
35
42

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

64.81％

77.78％

出席率
89.58％

100％

8
9

た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか



直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び
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本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●
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た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか



直す、有意義な研究会でした。
　今回、出てきた意見については、財団委員
会の方で、来年度の財団補助金プロジェクト
の提案にするとのことですのでよろしくお願
いします。
　４月と今回で、今年度の奉仕プロジェクト
研究会の開催は終了となります。ご協力あり
がとうございました。
◇幹　事　報　告
・地区大会の案内がきています。11月23、24

日、徳島で開催されます。たくさんの登録
をお願いします。

・来年６月６日から10日まで、ハワイホノル
ルで国際大会が開催されます。登録はマイ
ロータリーでできます。

・８月21日、寺尾ガバナー補佐訪問、９月４
日はガバナー公式訪問です。

・本日例会終了後、役員会を行います。

を増やしていきたいと思っています。
　ガバナー公式訪問の前には、会長幹事懇談
会、クラブ協議会等々で訪問させていただき
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
◇奉仕プロジェクト研究会より
　第２回奉仕プロジェクト研究会の報告をさ
せていただきます。７月17日の夜、城西館で
開催しました。参加者19名。過去のアイデア
の棚卸しとして、どういった意図でそのアイ
デアが出されたのか、どういったことに関心
を持ってきたかなどの振り返り等を行いまし
た。また、交通安全や防災分野に関して、新
たな意見をいただきました。　
　皆さん、マイクが回ってくると直立して、
まとまったご意見をおっしゃって、やはりす
ごい人たちばかりなんだと、改めて感銘を受
けました。私自身、奉仕の意義について学び

高知東ロータリークラブ週報
第2385号

080月070日.2019

本日　８月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリークラブにおける女性会員の現状と増強について」

会員増強・退会防止委員会 福岡満喜子 会員

次週　８月14日㈬ 

　　　 　休　　　　　会　（お盆休み）

第2431回　例会報告／令和元年７月31日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「海」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
毎晩、あちらこちらで鳴
子の音が響いています。
いよいよ高知の夏のイベ
ント、よさこい祭りも迫
ってきました。夏と言え

ば花火も楽しみです。高知市の納涼花火大会
は例年どおり８月９日ですが、今朝の朝刊に
も東洋町の納涼祭の記事があったように、県
下西から東、34ヵ所で花火大会が開催される
と知って驚きました。よく知られているとこ
ろでは、豪快な１尺玉の須崎市や港で上がる
土佐清水市。珍しいところでは、奥物部のダ
ム湖で開かれる湖水祭が有名です。湖に5,000
個の燈籠が浮かび、花火とのコラボは幻想的
な世界が楽しめ、盆踊りも披露されます。
　私にとって夏と言えば、かき氷が外せませ
ん。かき氷の歴史は古くて平安時代、清少納
言の「枕草子」に出てくるのが最初だと言わ
れています。当時は、特権階級の贅沢品で、
天然の氷を刀でそぎ落として作っていたよう
です。私のかき氷歴は、学生のころは「はこ
べ」の細かい雪のようなかき氷。今はまって
いるのは、菜園場の駄菓子屋さん（現・ぜに
や菓子店）のかき氷はお手製のシロップが絶
品です。昨日、今年初のかき氷、コーヒーミ
ルクを食べてきました。最近は、１年中「か

き氷」が楽しめるお店も増えています。そん
な中で特にお勧めは、香北町のアンパンマン
ミュージアムの手前にあるラフディップさん。
通年のメニューの他に季節の果物の期間限定
物があり、お店もとてもおしゃれです。ちょ
っと遠出になりますが、行ってみる価値はあ
ると思います。
　全く個人的な夏の楽しみ方をお話しました
が、よかったら皆さん参考にしてみてくださ
い。
　本日の卓話は長期交換留学生の帰国と出国
のご挨拶です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ロイヤルＲＣ　　寺尾晴邦氏
　高知南ＲＣ　　　　　田村真道氏
　長期交換受入学生
　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん
　長期交換派遣学生　　上田和恵さん
◇寺尾晴邦ガバナー補佐挨拶
　（高知ロイヤルＲＣ）
　今年度、高知第Ⅰ分区のガバナー補佐を拝
命しました、高知ロイヤルＲＣの寺尾晴邦と
申します。
　まさか、ガバナー補佐として、大先輩の前
で膝が震えるようなことをしないといけない
とは思ってもいませんでした。私のクラブの
ように人数の少ないクラブでは、こういうこ
ともあるのかと、今後はうちのクラブも人数
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を忘れず、自分自身が成長して帰ってくるこ
とで恩返しをしていく決意です。それが私の
今回の留学で目指していくものです。
◎「帰国挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　エイプリル・デ・ラ・クルスさん

　私は去年８月25日、日
本に来ました。それ以来、
ホストファミリーや友達、
ロータリー、そして自分
自身でいろいろなことを
経験しました。日本に来

る前には何も知らなかったので緊張していま
したが、日本に着いて、空港で私を待ってい
る人がたくさん居て、とても嬉しかった。
　最初のホストファミリーは、武智ファミリ
ーです。武智ファミリーには父と母、兄と弟
がいました。ホストファーザーはとても面白
い人で、彼は私に日本語をたくさん教えてく
れました。ホストマザーはとても優しく、彼
女はいつも穏やかでした。ホストマザーがで
きることは初めてだったので、私はとても幸
せでした。彼女はとても親切で必要なときに
は、いつも助けてくれました。ホストブラ
ザーは、私と年齢が近かったので、毎日がと
ても楽しかったです。彼はとても面白く、音
楽がすごく好きです。
　私たちは高知をよく旅行しました。室戸イ
ルカセンターと廃校水族館、ヤ・シィパーク
に行きました。ホストファミリーは、私にた
くさんのおいしい料理を教えてくれました。
私のお気に入りは、唐揚げ、カツ丼、梅おに
ぎり、小味ベーカリーのチーズケーキなどで
す。
　最初のホストファミリーとの３ヵ月を過ご
した後、私はとても哀しく引っ越しも大変で
した。２番目のホストファミリーは竹内さん
です。竹内家に引っ越す前に東さんと一緒に
３日間住んでいました。そこではホストファ
ーザーとマザー、兄弟２人、おば２人、おじ
１人、いとこと会いました。皆とても親切で、
優しくしてくれました。引っ越しても連絡を
取り合い、２日間、京都と大阪に行きました。
　京都ではたくさんの美しい神社やお寺を見
ました。私が気に入ったのは清水寺で、建築
は素晴らしかったです。京都の後、大阪へ行

きました。私はそこで初めて地下鉄に乗りま
した。道頓堀では変わった面白い食べ物を食
べました。
　竹内ファミリーにはホストファーザーとマ
ザー、そして弟のえいと君がいます。竹内
ファミリーともとても親しくなり、たくさん
の日本語と土佐弁を教えてくれました。面白
い思い出や私たちだけのジョークがたくさん
あります。えいと君と私はよく遊びました。
彼が大好きです。彼はほんとに可愛いし、彼
の姉になれてとても幸せです。
　竹内ファミリーは、いろいろな所へ連れて
行ってくれました。東京への旅行中は、とて
も幸せでした。ホスト両親とえいと君、ホス
トおじさんとおばちゃん、おじいさんと過ご
す時間を楽しみました。私が行きたいと思っ
ていた原宿に行き、可愛いモンスターカフェ
に入りました。翌日は、ホストファーザー、
おじさん、おじいさんと東京ドームでサンダ
ードルフィンに乗りました。とても楽しくて、
また乗りたいです。
　引っ越しのとき、私とマザーはたくさん泣
きました。３番目のホストファミリーは、安
井さんです。ホストファーザーとマザー、弟
のりく君、おばあちゃんの４人家族です。こ
のホストファミリーは英語を余り知らなかっ
たので、私は少し緊張していましたが、夕食
後には両親とお喋りをして日本語の練習がで
き、私の日本語は本当に上達したと思いま
す。私とブラザーはよく遊んで、お喋りをし
ました。彼はとても可愛かったです。学校へ
は電車で通って、とても楽しかったです。
　ホストファミリーと滋賀県や大阪に行き、
２回目の道頓堀でおいしい物をたくさん食べ
ました。琵琶湖では水陸両用のバスに乗り、
ほんとに素晴らしい経験でした。釣りにも
行って、私は５匹の魚を釣ってすごく楽し
かったです。４月には、ホストファミリーや
友達と何回も花見に行きました。
　私の最後の家族は、壬生ファミリーです。
ホストファーザーとマザー、兄と姉、ネコが
３匹いました。姉は漫画家で絵が上手です。
マザーはとても親切で、ファーザーは私のこ
とを心配してくれます。彼らと一緒に仁淀ブ
ルーを見に行ったときは、とてもきれいで
びっくりしました。ひまわりも見に行きまし

■高知東ＲＣ当面の日程
８月７日㈬　定例理事会
８月14日㈬　休会（お盆休み）
８月21日㈬　ガバナー補佐訪問
　　　　　　第３回クラブ協議会
　　　　　　東酔会
８月28日㈬　時間変更例会
　　　　　　役員会
９月４日㈬　ガバナー公式訪問
９月11日㈬　定例理事会
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
　情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
　情報集会
９月25日㈬　役員会
10月２日㈬　定例理事会
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　８月１日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
香長ＲＣ　　　８月13日㈫　休会（お盆休み）
高知南ＲＣ　　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知中央ＲＣ　８月15日㈭　休会（お盆休み）
高知西ＲＣ　　８月16日㈮　休会（お盆休み）
高知北ＲＣ　　８月19日㈪　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　８月29日㈭　夜間例会
高知中央ＲＣ　８月29日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　９月３日㈫　職場例会
高知北ＲＣ　　９月９日㈪　月見野外に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月10日㈫　月見夜間例会
高知南ＲＣ　　９月12日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月12日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　９月19日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月20日㈮　創立記念夜間例会
高知ＲＣ　　　９月24日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月24日㈫　ロータリー休日

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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た。ひまわりは大きくて美しかったです。
　あるとき、バスでとても大変な経験をしま
した。少し遅れたと思い走ってバスに乗り周
りを見回すと、いつもとは違う人がたくさん
いて、私はバスを乗り間違えたことに気がつ
きました。近くの停留所で一旦降りました
が、自分がどこにいるのか分からず、馴染み
のある物を見つけたいと30分ほど歩いて、高
知駅を見つけたときはほんとに安心しまし
た。しかし、そこからまた、学校とは逆の方
向に歩いてしまって、40分ほど歩いたころ私
と同じ制服の女の子をみつけました。彼女の
後を付いていって帯屋町に着き、やっと学校
に辿りつきました。とても疲れましたが、学
校に着けてほんとうに良かったです。
　私が初めて土佐女子高校に行ったときは、
とても緊張していました。日本語もクラスの
人も知りませんでしたが、２人の女の子が手
伝ってくれて、すぐに友達になりました。私
はたくさん素敵な友情を築きました。みんな
が新しい日本語を教えてくれて、授業も楽し
かったです。和田先生、岡本先生、校長先生
には特別お世話になり、先生方にも感謝して
います。私のための日本語の先生は２人いま
した。１年間を通して、２人とも私に多くの
ことを教えてくれました。本を読む練習をし
たり、丁野先生は私の友達でもあり、浴衣を
プレゼントしてくれました。お二人とも支え
てくださって、お世話になりありがとうござ

◎「出国挨拶」
　　長期交換派遣学生　　上田　和恵さん

　私は今回の留学を通し
て、将来、貧困や紛争な
どで苦しんでいる人々や
ちゃんとした教育を受け
られない子どもたちの役
に立てる人になれるよう

目指しています。そのためには語学力はもち
ろん、誰とでも臆することなく接していける
コミュニケーション能力や、物事を前向きに
考えていける姿勢を身に付け、皆が先に通る
課題や誰も進んでやらないようなことを自ら
率先して取り組めるように、成長したいと
思っています。
　例えば、ボランティア活動に参加して、留
学先の地域の環境や歴史、文化などを詳しく
知り、特徴を理解して、どうすればその地域
のためになるかを考え、行動していきたいで

「長期交換受入・派遣学生、帰国・出国挨拶」

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  エイプリル・デ・ラ・クルス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　　上田　和恵 さん

す。そして、自分自身たくさんのことを体験
し、様々な人と触れあい、一生涯の友人をつ
くりたいです。
　しかし、留学を前に正直な気持ちは不安で
いっぱいです。少し前に、受入クラブより私
のアレルギーの関係で受け入れが難しいかも
しれないと連絡がありました。そのときは、
どうしても行きたい、こんなことに負けるか
と思っていたのですが、いざ現実味を帯びて
きた今になると、どんどん不安になってき
て、まだ英語力もしっかりついていない自分
がアメリカでやっていけるのかと思ってしま
います。でも、決意したからには１年間精一
杯アメリカで楽しみ、学び、進んでいくこと
で、私の夢である人の役に立つ人間に近づい
ていけるのではないかと思います。
　今回の私の留学を支援してくださるロータ
リークラブの関係者の皆さま、その他、協力
してくださっている皆さまへの感謝の気持ち

いました。
　学校では、初めての文化祭、遠足、クラス
マッチなどを経験しました。修学旅行では、
日光で滝や大きな仏像を見たり、スカイツ
リーやジャイカ、ディズニーランドにも行き
ました。
　ロータリーのオリエンテーションでは、タ
レントショーがあり、友達と２人でメキシコ
の伝統ドレスを着て歌いました。京都では、
舞妓の着物を着るという、とても楽しく面白
い経験をしました。奈良にも行きました。た
くさんの楽しい旅行に行かせてくれて、ロー
タリーには感謝しています。
　１年間を通して、私は日本語をとてもゆっ
くり覚えていきました。１月になっても、日
本の人たちときちんと連絡ができなくてとて
も悲しかったのですが、３番目のホストファ
ミリーで多くの日本語を学びました。この１
年はとても早かったです。私は、自分が何に
なるのか、まだ正確には分かりませんが、
困っている人を助けたいと思っています。
　思い出を大切にして、ここで体験したこと
や出会った人を決して忘れません。浜崎さ
ん、筒井さん、ホストファミリーの皆さん、
先生、友達、土佐女子の皆さん、１年間ずっ
とお世話になりました。出発しなければなら
ないのはとても淋しいけれど、また日本に来
ます。どうもありがとうございました。

◇出席率報告

 ● 寺尾晴邦ガバナー補佐（高知ロイヤルＲＣ）
今年度ガバナー補佐をさせていただきます。
１年間よろしくお願い申し上げます。
 ● 前川美智子　名古屋名物「ひつまぶし」、
昨年まで知りませんでした。西内さん、先日
の土用の丑の日に初めて食べました。１膳目
はそのままで、２膳目は薬味を添えて、３膳
目は温めたお出汁をかけて完食しました。本
日は、寺尾ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございました。長期交換留学生のエイプリ
ル・デ・ラ・クルスさん、上田和恵さん、帰
国、出国のご挨拶ありがとうございました。
 ● 岡本淳一　留学生の卓話ありがとうござい
ました。２人の将来が楽しみです。
 ● 石川　健　本日、７月31日付けで酒井建設
代表取締役を退任しました。平成16年８月就
任以来15年間勤めてまいりました。８月１日
からは取締役会長になり、長男の石川啓孝が
33歳の若さですが、社長になります。今後も

元気に仕事、ロータリー活動、甲子園（今年
は14日間の通し券購入）と頑張ってまいりま
す。会員の皆さん、ご指導のほどよろしくお
願いします。
 ● 松井洋介　先日の歓迎会では、大変お世話
になりありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いします。
 ● 後藤典行　先日は、私どもの歓迎会を開催
いただきありがとうございました。高知の返
杯という習慣を生で体験させていただき、少
し酔ってしまいましたが、とても楽しい時間
を過ごさせていただきました。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。
 ● 山村一正　７月27日㈯にＲＣ財団の関係で
神戸に行って、ありがた～い話を外人さんか
ら聞いてきました。食事が上品過ぎで味がし
なかったです。
 ● 福岡満喜子　前川さん、花見例会の写真を
ありがとうございました。先週は、水曜会の
会議でお休みさせていただきすみません。
 ● 西村美香　前川会長、写真ありがとうござ
います。いつもお心遣いに感謝です。
 ● 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。
◇早退　２件

ひろたか


