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本日　11月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワインの最新情報」

吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会 元四国支部支部長

社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　11月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ
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んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。
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次週　11月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ
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●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ

11月６日

10月23日
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メイク
アップ HC出席率

70.91％
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88％

100％
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
578,811円

56,451円

635,262円

5,609円

832円

6,441円

584,420円

57,283円

641,703円

チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。
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武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ

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／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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６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

んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ

11月６日

10月23日
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－6 55

出席
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6
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メイク
アップ HC出席率

70.91％
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出席率
88％

100％
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
578,811円

56,451円

635,262円

5,609円

832円

6,441円

584,420円

57,283円

641,703円

チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。
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本日　11月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワインの最新情報」

吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会 元四国支部支部長

社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　11月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ
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んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ

11月６日

10月23日

総数
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メイク
アップ HC出席率
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88％

100％
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
578,811円

56,451円

635,262円

5,609円

832円

6,441円

584,420円

57,283円

641,703円

チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。
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本日　11月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワインの最新情報」

吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会 元四国支部支部長

社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　11月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ
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んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ

11月６日
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
578,811円

56,451円

635,262円

5,609円

832円

6,441円

584,420円

57,283円

641,703円

チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。
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本日　11月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ワインの最新情報」

吉村　泰紀 氏パロレ・エ・ムジーク オーナーソムリエ
一般社団法人日本ソムリエ協会 元四国支部支部長

社会福祉法人みその児童福祉会 乳児院
高知聖園ベビーホーム 園長

次週　11月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「おむつバンクのその後」

武樋　保恵 氏

第2444回　例会報告／令和元年11月６日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
11月３日の秋の叙勲にお
いて、猿田隆夫さんが旭
日双光章を受章されまし
た。患者さん１人１人に
丁寧に向き合い、長きに

わたり親身な診察をし、皮膚科の研究を続け
てこられた実績の賜だと思います。心よりお
慶び申し上げます。
　さて、来週の例会は休会ですが、明後日は
８日は二十四節気の一つ立冬です。暦の上で
はもう冬ということになりますね。その１週
間後の15日は七五三。大切な子どもが無事に
成長したことを祝い、元気に育つようにと願
う、日本の古き良き伝統行事の一つです。お
子さんやお孫さんのお祝いをされる方もおら
れるのではないでしょうか。
　江戸時代から始まったと言われる七五三の
行事ですが、この七、五、三、の数字、つま
り年齢にはそれぞれ由来があります。
　まず、３歳は男女の子どもが髪を伸ばし始
める「髪置き」の儀式。江戸時代は３歳まで
髪を剃る習慣があって、この年で剃るのを終
了したそうで、もともとは女の子が行うもの
だったという説もあります。
　５歳は「袴着」と言って男の子が袴を着け

始める儀式です。そして、７歳は女の子が、
それまでの付け帯をやめて、始めて大人と同
じ帯を結び始める「帯解き」の儀式をいいま
す。皇室では、男児のみ碁盤の上から飛び降
りる儀式があります。節目正しく育つ、ひと
り立ちする、運を自分で開くとの願いが込め
られているようです。
　本来は神事として、神社や氏神様にお参り
して、お祓いをしてもらうのが習わしでした
が、近年ではお祓いをしない家庭も多くなり
ました。おめかしして写真を撮って、お食事
をして、時期も10月から11月にかけて、両親
や親族の都合の良い日に行うことが多くなっ
たようです。また、七五三といえば、千歳飴
がつきものですが、この細く長い形をした縁
起のよい紅白の袋に入った飴は、子どもの長
寿を願う心が込められています。
　こうやって、いつの時代でも親は子どもの
健やかな成長を願うものです。そう願うはず
の親が、子どもを虐待したり、手にかけたり
する悲しい、やりきれない事件が起こる度
に、なぜ身近にいる関係者や関係機関が未然
に防げなかったのだろうと悔しさが込み上げ
てきます。
　「７歳までは神の子」という言葉がありま
す。どうか全ての幼い子どもが親の愛を受け
て、大切に育てられ、健やかに成長するよう
に、七五三を前に晴れ着姿をちらほら目にし
て思うこのころです。
　本日の卓話は、長期交換学生の吉岡音々さ
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んとダイアナ・フェルナンデスさんです。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知分区長期交換カウンセラー
　　田村眞道氏（高知南ＲＣ）
　長期交換帰国学生
　　吉岡音々さん
　長期交換受入学生
　　ダイアナ・フェルナンデスさん
◇アメリカの5230地区からの交換留学生、

ダイアナ・フェルナンデスさんとバナー交
換をしました。

◇11月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　西山　忠利　　別役　重具　　寺尾　正生
　中越　貴宣
 ● 配偶者誕生日
　関　紀久子　　水上　由美　　松野　壽子
 ● 家庭記念日
　福岡満喜子　　武吉　佳月　　広瀬　雅彦
　岡本　淳一　　松野　宏司
 ● 入会記念日
　野町　和也　　中越　貴宣　　松﨑　郷輔
　西森　　大　　中西　克行
◇徳島北ＲＣのＨＰとメールアドレス、下記

に変更
　メール：info@th-rotary.club
　ＨＰ：https://www.th-rotary.club/

思想が全て同じになることが正解かと言われ
ると、それは違うと思う。じゃぁ、どうすれ
ば平和になるのかと言われたら、私には分か
らない。これが、１年間考えた結果ですが、
その答えを探しながら、少しでも平和がつく
れるような人間になること、この目標がより

◇出席率報告

 ● 前川美智子　派遣学生の吉岡音々さん、来
春猿田さんホストファミリーとなるダイアナ
・フェルナンデスさん、本日は報告発表あり
がとうございました。高知をエンジョイして
ください。お二人の将来に幸多かれと願いま
す。
 ● 岡本淳一　今年で結婚20周年となりました。
あっと言う間の20年でした。家族記念日のお
祝いありがとうございました。
 ● 猿田隆夫　秋の叙勲で新聞に写真が掲載さ
れました。そして、ホームページにまで掲載
していただきありがとうございました。私自
身は、身に余る受章で大変戸惑っています。
また、大勢の方からお祝いのメール・電報な
どをいただき、重ねてお礼申し上げます。
 ● 西森良文　猿田先生、おめでとうございま
す。岡﨑さん、お世話になりました。

◎「長期交換受入学生挨拶」
　　長期交換受入学生
　　　ダイアナ・フェルナンデスさん

　皆さん、こんにちは。
私の名前はダイアナ・フ
ェルナンデスです。メキ
シコ生まれですが、アメ
リカ人です。今はカリフ
ォルニアに住んでいます。

高知で皆さんに歓迎していただいてとても嬉
しいです。高知での生活をとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。　

◎「長期交換留学生帰国報告」
　　長期交換派遣学生　　吉岡　音々さん

　皆さん、こんにちは。
2018－19年度、アメリカ
カリフォルニア5230地区
に派遣していただいた土
佐女子高校２年の吉岡
音々です。ホストクラブ

はサリナステインバック、スポンサークラブ
は高知クラブさんです。
　派遣先はサンフランシスコとロサンゼルス

の真ん中に位置するサリナス。気候は、１年
を通して涼しく、人口は15万人ほど。市民の
60％以上がメキシコ系の移民で、スペイン語
しか話せない人も多くいます。学校の、エベ
レッターアルバレッツハイスクールは、総生
徒数2,600人。その内88％がメキシコ系の学
生。受講科目は、統計学、基礎英語、立体美
術、吹奏楽、アメリカ史。所属クラブは、ロ
ータリーが支援するイントラクトクラブ。部
活は陸上に初めて入りました。留学当初の目
的は、生まれや育った環境が全く違う様々な
人に出会い、ものの考え方を知ることでした。
　2018年７月24日から９月31日、最初の２ヵ
月はほんとにひどかったです。英語もスペイ
ン語も分からず、友達もできず、ＳＮＳで他
の留学生の過ごし方を見て、こんなに毎晩泣
いている私が留学生でいいのか、帰ろうかと
思った夜が何日もあります。
　ターニングポイント。いつまでも泣いてい
るわけにもいかないので、馴染めない現状を
踏まえ、自分自身を見つめ直してみると、プ
ライドが高く、失敗が怖くて積極的に動けな
い、結局悪いのは自分じゃないかと気づきま
した。そこからは、プレゼンテーションさせ
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会
12月４日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
12月４日㈬　定例理事会
12月18日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月18日㈬　役員会
12月25日㈬　ロータリー休日
2020年
１月１日㈬　休会（国民の祝日）
１月８日㈬　時間変更例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
１月８日㈬　定例理事会
１月22日㈬　職場例会
１月22日㈬　役員会
１月29日㈬　ロータリー休日

■例会変更のお知らせ
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月３日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月９日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月17日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月19日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月19日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月20日㈮　忘年夜間例会
高知北ＲＣ　　12月23日㈪　クリスマス夜間例会
高知ＲＣ　　　12月24日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月24日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　12月26日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月26日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月27日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月30日㈪　年末休み
高知ＲＣ　　　12月31日㈫　年末休み
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月31日㈫　年末休み

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
578,811円

56,451円

635,262円

5,609円

832円

6,441円

584,420円

57,283円

641,703円

チビニコ 合　計

11月６日
今期の累計

てとかお昼一緒に食べよう、遊びに行かな
い？など、自分から積極的に動くように意識
しました。
　３ヵ月から５ヵ月。最初の壁を乗り越えて、
楽しい毎日を過ごしました。二つめのホスト
ファミリーとのクリスマスで、大きなクリス
マスツリーを見て、これがアメリカのクリス
マスかと思った記憶があります。吹奏楽で
パーカッションを担当したり、ホストファミ
リーがディズニーに連れて行ってくれました。
　１月から３月。ロータリーの方に、世界各
国からの仲間とサンフランシスコに連れて
行ってもらいました。彼らは、１年間一緒に
頑張って過ごした戦友です。
　４月から５月はイベントが多く、陸上の高
跳びで決勝に出たり、ロータリーの地区大会
では、留学生みんなでパレードをしました。
　５月から６月、帰国２ヵ月前。陸上を頑
張ったので、名前の入ったメダルをもらいま
した。英語クラスのみんなと行ったヨセミテ
ナショナルパークは全てが大きく、とても神
秘的でした。学校側のご好意で憧れの卒業式
にも出していただきました。ニューヨークト
リップでは、自由の女神、ブロードウェイ、
メット美術館等々、有名な場所はほぼ見てき
ました。
　６月２日から25日、帰国１ヵ月前。最後の
１週間、ホストファミリーにフィッシングト
リップに連れて行ってもらい、初めて魚を釣
りました。インバウンドのみんなとの最後は
号泣で、「さよならじゃないよ、またねだ
よ」と言って別れました。
　最初の３ヵ月のホストファミリーはグエラ
ファミリー。メキシコ系の家庭で、お母さん
はスペイン語しか話せなくて、なかなかコミ
ュニケーションも取れず、嫌われているん
じゃないかと思っていたのですが、３ヵ月が
終わるとき、わざわざホストファミリーのイ
ニシャルの入ったブレスレットを作ってくれ
て愛されていたんだと感動、レストランで号
泣しました。卒業式も見に来てくれてお花も
いただきました。
　セカンドホストファミリーのブラフ家には
８ヵ月お世話になり、ほんとの家族みたいで
す。大きな家族で、新鮮で楽しかったです。
　留学を通して学んだこと。一つは、待たな

いで動く。物事は待っていても進むし、時間
は流れ、状況も変わります。でも、待ってい
るだけでは、ゆっくりと悪い方に状況は流れ
ていくと私は思います。自分からアクション
をつくらないと奇跡は起こらない。上には上
がいるし100点は取れないけど、それでも生
きていいということです。
　私を含めて日本人は自己評価が低いところ
がある。私も最初は英語も話せなくて向こう
にも馴染めなくて、私じゃない方がよかった
のではと何回も思いました。けど、私だから
出せた答え、私だから乗り越えられた１年だ
と、私は私でいいんだと実感しました。
　誰であろうと、どこにいようと、自分自身
で思っているより愛されている。必要以上に
自分を卑下してはいけない。アメリカに行く
前は家族ともケンカ、ケンカの日々でしたが、
出国の日、母が泣いていたと後から聞いて、
本当に嬉しく思いました。ホストファミリー
にも、とても愛された１年だと思います。
　この３点の結論を自分の心で感じ、言葉で
話す経験ができたのは、本当に大きなことだ
と思います。
　留学を終えてから、せっかく国際的な活動
に携わらせていただいたので、帰国してから
も夏休みから活動を開始しています。ロータ
リーの短期留学生高知訪問の手伝い・通訳、
外国客船高知寄港の際の旅行客のおもてなし
の手伝い等々。
　今後の目標は、まずは、もともと興味のあ
った工学を学ぶこと。これからも活動を続け
ていくと同時に英語力、技術を高め、将来的
には日本で学んだ工学を英語でも使えるよう
にし、世界の平和と発展に貢献したいと思い、
今一生懸命勉強しています。　
　多くの方の愛のお陰で無事１年間を終える
ことができました。皆さんの愛がなければ心
が折れていたであろう１年だったので、本当
にありがたく思います。日本についても良く
知ってもらうことができました。　
　ロータリー交換留学生の使命は平和に貢献
することです。平和って何ですか？あなたの
中に平和の答えがありますか？平和を実現可
能なものとして言語化できますか？私にはで
きないです。人はそれぞれ思想が違います。
思想が違うと争いが生まれます。では、その

◇ゲストスピーチ 長期交換受入学生  ダイアナ・フェルナンデス さん
長期交換派遣学生  　　　　　　　吉岡　音々 さん

明確に、現実的に捉えられるようになりまし
た。
　貴重なチャンスをいただいたことに深く感
謝します。本当に１年間ありがとうございま
した。

◇委嘱状の伝達
　山村一正会員
　（2020－21年度　ロータリー財団委員会補
　　助金ＶＴＴ小委員会委員）
　大川内孝典会員
　（2020－21年度　国際奉仕委員会長期交換
　　小委員会委員）

◇幹　事　報　告
・11月のロータリーレートは１ドル108円です。
・地区大会出席者には、行程表をＦＡＸで送

りましたので確認をしてください。出欠の
変更があれば、ご連絡ください。

・本日例会終了後、理事会を行います。
◇社会奉仕委員会より
　12月６日㈮、18時から中央公園交番前に集
合し、年末防犯パトロールを行います。終了
後、懇親会を行います。参加をよろしくお願
いします。
◇ロータリー財団委員会より
　今年度の地区補助金事業として、津波避難
ビル・避難所マップを中央公園の南口に設置
します。設置工事の段取りが整いましたので、
11月19日㈫14時より高知市への寄贈式を行い
ます。中央公園のクジラの噴水前に13時45分
集合、寄贈式終了後、記念写真撮影を行いま
す。多くの参加をお願いします。

 ● 野町和也　誕生祝いと入会祝いお礼、会長
バースデーカードありがとうございました。
 ● 松野宏司　家内の誕生祝いと結婚記念日を
祝っていただきありがとうございました。お
陰様で金婚式を迎えました。
 ● 関　淑公　家内誕生日記念お礼。11月３日、
嫁、孫からもいただきました。
 ● 広瀬雅彦　12回目の結婚記念となります。
記念品ありがとうございます。家族には一足
先に、先日の連休に東京ディズニー旅行をプ
レゼントしました。
 ● 武吉佳月　家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。息子も25歳になりました。
 ● 福岡満喜子　結婚記念の祝いありがとうご
ざいました。今のはりまや橋にある「西鉄イ
ン」の前身の「ホテルニュー高知」ができた
ばかりで結婚式披露宴をしました。大昔です。
 ● 中西克行　入会記念品ありがとうございま
す。先日は楠瀬さんの卓話の際、岡本幹事に
紹介していただきありがとうございます。助
かりました。
 ● 松﨑郷輔　入会祝いありがとうございます。
 ● 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。


