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本日　10月28日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

高橋　典子 会員

次週　11月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ロータリー財団委員会報告」

ロータリー財団委員会 副委員長 山村　一正 会員

第2471回　例会報告／令和２年10月14日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は篠原ガバナーをお
迎えしてガバナー公式訪
問並びに創立記念夜間例
会を開催いたしました。
大勢の皆さまにご出席い

ただいたこと、心から感謝いたします。会長
としての大きなイベントが一つ終わったとい
う安堵感はありますけど、まだまだ半年以上
ありますので、次の課題に向かって邁進した
いと思います。
　ガバナー公式訪問並びにガバナー補佐訪問
のときもそうですが、会長・幹事懇談会が例
会の前後で行われ、その際に会長として、こ
の東クラブはどうなんだという説明をしない
といけません。東クラブの特徴というと会員
の皆さんが仲良くて和気藹々としたクラブで
すということを申し上げたいのですが、恐ら
く他のクラブも同じようなことをお話してい
ると思うので、東クラブの特色ということに
はなりにくいのではないかなと思います。
　時々、高知市内の他のクラブを訪問するこ
とがあります。例会だけを見てそのクラブの
実情を把握するまではなかなかいきません。
しかし、会員同士の会釈や会話を横から見て
いると、クラブの雰囲気はある程度伝わって
きて、いくつかのクラブを訪問していくと、

だんだんクラブごとの空気感が違うことが分
かってきます。因みに、私は高知県下の各ク
ラブは一応網羅しています。ただ１回だけと
か、自慢できる訪問数ではありませんが、県
下いろんなクラブがあります。各クラブを訪
問することは、ロータリアンとしての権利で
す。皆さんもいろんなクラブを訪問してはい
かがでしょうか。
　ロータリークラブは日本全国、世界にあり
ます。さすがに他の国のクラブまでは行った
ことはありませんが、十数年前、出張で東京
新宿をうろついていたときに、時間があるか
らと単なる思いつきで、新宿のある例会場に
飛び込んでみました。すると、新宿近辺５ク
ラブの合同例会で200人近くの方が集まって
いて、唯一の来訪ロータリアンで、わざわざ
高知から来てくれたと紹介されました。なお
かつ、なぜか真っ白いジャケットをはおって
いたので、めちゃくちゃ目立ってしまいまし
た。昼間の例会でしたが、ビールも出されて
いろんな方から話しかけられ、例会場を後に
したときには訳が分からなくなっていたとい
う記憶しかありません。
　数年前、飯田橋の東京本郷ＲＣさんを訪問
したときは、毎年、私たちの業界の会を行う
ホテルと同じ例会場でした。30人弱の出席で
の会でしたが、名刺交換では全国展開をして
いる会社の方ばかりで、さすが東京のロータ
リークラブだと実感したことでした。本郷Ｒ
Ｃさんは、今後も訪問する機会があると思い

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

ますので、顔なじみになっていきたいなと思
います。
　十数年前、ＰＴＡの役員をしていたとき、
神戸での会合に出席しました。お昼休み、ロ
ビーにいると「例会に出ていかれませんか？」
と、全く知らない方に声をかけられました。
恐らくバッジをご覧になってのことだと思い
ます。あいにく同じ時間帯の会合があり失礼
致しましたけれど、何となく不思議なご縁を
感じて、別の角度でロータリアンであること
を実感する機会でもありました。そして、ロ
ータリアンであれば、バッジを見かけたら気
安く声をかけるべきなんだろうなということ
を教えられた出来事でもあります。皆さん
も、権利として他のクラブを訪問することを
実践していただきたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
　長期交換学生　　上田　和恵さん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさん
　に奨学金をお渡ししま
　した。

◇市川会員のア
　ドバイザーと
　して、岡本淳
　一会員に委嘱
　状をお渡しし
　ました。
◇会　長　報　告
・レターボックスに篠原ガバナーからのＲＩ
会長のメッセージを入れています。
・諸事情により、小比賀さんが退会されます。
◇幹　事　報　告
・三翠園の工事のため、サインメイキャップ
の場所は鏡川沿いの温泉館入り口になりま
すので、ご注意ください。

つくっていくためにも、学生のころから障害
者と一緒に学べる環境は、差別や偏見をなく
していく日本社会、世界教育をよりよいもの
に変えていく大きな一歩だと思います。
　セカンドホストファミリーは78歳のノニー
さんと３匹のトイプードルでした。向かいの
家に住んでいたノニーさんの娘の家族が毎日
のように遊びに来て、週末にはスキーや動物
園、ディズニーランドへ行くなどとても楽し
く過ごしました。また、２月29日の４年に１
度の私の誕生日を祝うために友達を呼んで
パーティを開いてくれて、人生で最高の誕生
日となりました。
　しかし、楽しい時間はすぐに終わります。
コロナウイルス拡大のため、早期帰国命令が
送られてきた瞬間、頭が真っ白になりました。
悔しくて悲しくて、インバウンドの友達と大
声で泣きました。しかし、帰国までの１週間
は今までにない嬉しい忙しさで溢れていまし
た。朝昼晩とたくさんの友達やロータリーの
方々が、アルバムやお守りを持ってきてくれ
たり、お別れパーティを開いてくれました。
最終日には、友達がサプライズでピクニック
パーティを開いてくれて最高の思い出ができ
ました。そして、そのときに彼女たちが言っ

　去年の８月から2020年３月まで、約８ヵ月
間、ロータリーの交換留学生としてアメリカ
に派遣していただきました土佐女子高校の上
田和恵です。今日はよろしくお願いします。
　私が留学していたフレズノ市は、カリフォ
ルニアの中央部に位置しており、面積は高知
市と同じくらいですが、人口は50万人。カリ
フォルニアやサンフランシスコから車で約３
時間、サクラメントからは約２時間。高知市
の姉妹都市で１年に１度短期交換プログラム
も行っています。カリフォルニアは雨がほと
んど降らず、カラッとした天気の日が多いの
でとても過ごしやすく、空がきれいです。
　ファーストホストファミリーは弁護士をし
ているお父さんのボブ・エーブラムさんと明
るいポジティブなお母さんのシェリーさん、

シェリーさんのお母さんで93歳でも元気いっ
ぱいで現役で車を運転しているジジさん、そ
して３匹の可愛いわんちゃんです。ボブさん
は弁護士の仕事がとても忙しく、家にほとん
どいなかったため旅行や遠出はできませんで
したが、フレズノで開催されるイベントには
必ず連れて行ってくれました。シェリーさん
の趣味であるマラソン大会に出たり、日本の
パズルをしたり、映画をみたり、特別なこと
をしなくても日常生活の中で笑顔でいること
ができる、そんな家族でした。
　彼らは熱心なキリスト教徒で日曜日は必ず
教会へお祈りに行きました。私はクリスチャ
ンではないので、教会で座らないといけない
のが最初はすごく嫌でしたが、英語が聞き取
れるようになると聖書の内容なども少しずつ

た言葉を、私は未だに忘れることはできませ
ん。「私の人生に来てくれてありがとう」私
の８ヵ月の留学で一番嬉しい言葉であり、そ
して、私が留学をした理由を証明してくれる
言葉でもありました。
　私は世界平和のために世界中に友達をつく
りたい、アメリカで一生涯の友達をつくりた
いと、１年前にスピーチをしました。コロナ
ウイルスのせいで最後までやり遂げることは
できませんでしたが、このロータリー留学で
掲げていた自分の目標を達成し、大きく成長
し、無事日本に帰ってこれたことをとても嬉
しく思います。言葉の壁、文化の違い、肌の
色、セクシュアリティ全てを飛び越して、心
で繋がることのできた彼らとの思い出は、一
生涯の宝物です。今回のロータリー留学で学
んだこと、そして、皆さまへの恩を忘れず将
来の夢である世界中の全ての子どもたちが人
間的に成長できる教育を受けることのできる
社会を目指して、これからもさまざまなこと
に挑戦し続けていきます。
　この留学を支えてくださったロータリー関
係者の全ての皆さまへ感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

◇出席率報告

　　

•西森やよい　ガバナー訪問、創立記念夜間
例会では、皆さまに大変お世話になりました。
至らぬ点をフォローしてくださった方々に心
より感謝申し上げます。
•永野正将　上田さん本日は帰国報告ありが
とうございます。あと５クラブよろしくお願

いします。
•水谷直人　弊社、東海東京フィナンシャル
グループが2020年10月１日に誕生20周年を迎
えることになりました。これもひとえに皆さ
まのおかげです。今後とも何とぞよろしくお
願いいたします。
•野町和也　誕生日お礼！
•西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。結婚９年目、家事・育児を本当に
よく分担してくれる夫に改めて感謝です。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　２件

理解でき、興味深い考え方に触れることもで
きました。ファーストファミリーとは６ヵ月
間も一緒にいたので、離れるときは本当に辛
かったです。
　ロータリーの方々にも本当にお世話になり
ました。中でもカウンセラーのジョンさんと
そのご家族とは、本当に仲良くさせていただ
き、いろいろな所へ行きました。彼のガール
フレンドの日本人のアキコさんと私は共通点
が多く、とても話が合いました。英語でジョ
ンさんに説明してもなかなか分かってもらえ
ないことや、日本人女性ならではの悩みもア
キコさんに相談できたので、本当に心強かっ
たです。
　ロータリー地区で一緒だったインバウンド
の人たちとは月に１度オリエンテーションを
するのですが、この地区には日本人はもちろ
んアジア人が１人もおらず、全員がヨーロッ
パや中南米出身でした。みんな英語は流ちょ
うに話すし、中南米の人たちはスペイン語と
いう共通言語があります。私も最初は頑張っ
て英語で話していましたが、どうしても日本
人ならではのアクセントが抜けないせいで全
く理解してもらえず、一人ボッチの状況でし
た。文化と言語の大きな壁に悲観するばかり
でした。もう無理だと思って母に電話で相談
すると「自分が変わらないと何も変わらない
よ。状況を変えたいならまず自分を変えよう」
と言われました。彼らがもっと話しかけてく
れたら、もう少し優しく接してくれたらと
思っていた自分を反省し、それからは英語が
通じなくても、とにかく笑顔で一生懸命積極
的に話しかけました。すると彼らも「彼女の
英語はめちゃくちゃだけど、和恵がこんなに
明るい子だとは思わなかった」と、今まです
れ違っていた心がどんどんほどけていきまし
た。今では、アジア人のいない地区だったか
らこそ、自分自身精神的にも大きく成長でき
たと思い、彼らと出会えたことに感謝してい
ます。
　アメリカの学校で私がすごいなと思ったこ
とを三つ、ランクを付けて紹介します。
　まず３番目、先生は全ての生徒に平等で
す。留学生に対しても他の生徒と何一つ変わ
りなく接してくれます。２番目は部活動の時
間が短く４時から５時に終わります。アメリ

カの治安の悪さゆえ、夜の町を歩かせないた
めの工夫だそうです。１番は、多様なジェン
ダーセクシュアリティで、私が学校生活で一
番カルチャーショックを受けたことです。例
えば、男の子だと思っていた子が実は女の子
で、男装が好きなトランスジェンダーだった
り、男の子だと思って接していた子が、ある
日つけまつげと口紅を付けて学校へ来たとき
は、本当にびっくりしました。男女平等すら
危うい日本社会では多くのＬＧＢＴの人々が
ジェンダーについて理解してもらえず苦しん
でいます。それに対し、自分のセクシュアリ
ティを個性として発信でき、性別に関係なく
実力次第でどんな未来も描けるアメリカの文
化は素晴らしいと思いますし、日本がもっと
セクシュアリティに対して寛容な国になるよ
う、私もいろいろなコミュニティに参加して
考えを深め、発信していこうと思っています。
　学校生活は本当に充実していて、多くの友
達ができたのですが、そのきっかけをくれた
のが、私が入っていたエイポップダンスクラ
ブのメンバーで、いつも明るく接してくれた
彼女たちには感謝しかありません。お泊まり
をしたり、遊園地へ行ったり楽しい時間を過
ごしました。中でも大親友のティファニーと
は、彼女の民族であるモン民族のお祭りに、
彼女がプレゼントしてくれた伝統衣裳で参加
したり、民族の歴史を知るなど異文化体験も
できました。日本はいじめによる自殺者数が
とても高いのですが、アメリカは人種差別こ
そあるものの学校内でのいじめは少ないよう
に感じました。個性を持っているのは当たり
前で、そんな自分に一人一人が誇りを持って
いました。アメリカの個性を認め合う文化に
私はとても共感し、日本もその文化をもっと
学んでいくべきではないかと思います。
　そして、もう一つ、障害のある子どもたち
と健常者の子どもたちが同じ学校に通ってい
ます。障害者をサポートするクラスもありま
した。あるとき、友達とお昼を食べていると
障害を持つ男の子が鼻水やよだれを垂らしな
がら、ハグを求めてきました。私は初めての
経験で思わず友達を見ると「元気だった、会
いたかった」といって当たり前のようにハグ
をしていて、私は大きな衝撃を受けました。
障害者と健常者がともに生きて行ける社会を



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は篠原ガバナーをお
迎えしてガバナー公式訪
問並びに創立記念夜間例
会を開催いたしました。
大勢の皆さまにご出席い

ただいたこと、心から感謝いたします。会長
としての大きなイベントが一つ終わったとい
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く他のクラブも同じようなことをお話してい
ると思うので、東クラブの特色ということに
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問することは、ロータリアンとしての権利で
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ます。さすがに他の国のクラブまでは行った
ことはありませんが、十数年前、出張で東京
新宿をうろついていたときに、時間があるか
らと単なる思いつきで、新宿のある例会場に
飛び込んでみました。すると、新宿近辺５ク
ラブの合同例会で200人近くの方が集まって
いて、唯一の来訪ロータリアンで、わざわざ
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リークラブだと実感したことでした。本郷Ｒ
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ますので、顔なじみになっていきたいなと思
います。
　十数年前、ＰＴＡの役員をしていたとき、
神戸での会合に出席しました。お昼休み、ロ
ビーにいると「例会に出ていかれませんか？」
と、全く知らない方に声をかけられました。
恐らくバッジをご覧になってのことだと思い
ます。あいにく同じ時間帯の会合があり失礼
致しましたけれど、何となく不思議なご縁を
感じて、別の角度でロータリアンであること
を実感する機会でもありました。そして、ロ
ータリアンであれば、バッジを見かけたら気
安く声をかけるべきなんだろうなということ
を教えられた出来事でもあります。皆さん
も、権利として他のクラブを訪問することを
実践していただきたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
　長期交換学生　　上田　和恵さん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさん
　に奨学金をお渡ししま
　した。

◇市川会員のア
　ドバイザーと
　して、岡本淳
　一会員に委嘱
　状をお渡しし
　ました。
◇会　長　報　告
・レターボックスに篠原ガバナーからのＲＩ
会長のメッセージを入れています。
・諸事情により、小比賀さんが退会されます。
◇幹　事　報　告
・三翠園の工事のため、サインメイキャップ
の場所は鏡川沿いの温泉館入り口になりま
すので、ご注意ください。

つくっていくためにも、学生のころから障害
者と一緒に学べる環境は、差別や偏見をなく
していく日本社会、世界教育をよりよいもの
に変えていく大きな一歩だと思います。
　セカンドホストファミリーは78歳のノニー
さんと３匹のトイプードルでした。向かいの
家に住んでいたノニーさんの娘の家族が毎日
のように遊びに来て、週末にはスキーや動物
園、ディズニーランドへ行くなどとても楽し
く過ごしました。また、２月29日の４年に１
度の私の誕生日を祝うために友達を呼んで
パーティを開いてくれて、人生で最高の誕生
日となりました。
　しかし、楽しい時間はすぐに終わります。
コロナウイルス拡大のため、早期帰国命令が
送られてきた瞬間、頭が真っ白になりました。
悔しくて悲しくて、インバウンドの友達と大
声で泣きました。しかし、帰国までの１週間
は今までにない嬉しい忙しさで溢れていまし
た。朝昼晩とたくさんの友達やロータリーの
方々が、アルバムやお守りを持ってきてくれ
たり、お別れパーティを開いてくれました。
最終日には、友達がサプライズでピクニック
パーティを開いてくれて最高の思い出ができ
ました。そして、そのときに彼女たちが言っ

　去年の８月から2020年３月まで、約８ヵ月
間、ロータリーの交換留学生としてアメリカ
に派遣していただきました土佐女子高校の上
田和恵です。今日はよろしくお願いします。
　私が留学していたフレズノ市は、カリフォ
ルニアの中央部に位置しており、面積は高知
市と同じくらいですが、人口は50万人。カリ
フォルニアやサンフランシスコから車で約３
時間、サクラメントからは約２時間。高知市
の姉妹都市で１年に１度短期交換プログラム
も行っています。カリフォルニアは雨がほと
んど降らず、カラッとした天気の日が多いの
でとても過ごしやすく、空がきれいです。
　ファーストホストファミリーは弁護士をし
ているお父さんのボブ・エーブラムさんと明
るいポジティブなお母さんのシェリーさん、

シェリーさんのお母さんで93歳でも元気いっ
ぱいで現役で車を運転しているジジさん、そ
して３匹の可愛いわんちゃんです。ボブさん
は弁護士の仕事がとても忙しく、家にほとん
どいなかったため旅行や遠出はできませんで
したが、フレズノで開催されるイベントには
必ず連れて行ってくれました。シェリーさん
の趣味であるマラソン大会に出たり、日本の
パズルをしたり、映画をみたり、特別なこと
をしなくても日常生活の中で笑顔でいること
ができる、そんな家族でした。
　彼らは熱心なキリスト教徒で日曜日は必ず
教会へお祈りに行きました。私はクリスチャ
ンではないので、教会で座らないといけない
のが最初はすごく嫌でしたが、英語が聞き取
れるようになると聖書の内容なども少しずつ

た言葉を、私は未だに忘れることはできませ
ん。「私の人生に来てくれてありがとう」私
の８ヵ月の留学で一番嬉しい言葉であり、そ
して、私が留学をした理由を証明してくれる
言葉でもありました。
　私は世界平和のために世界中に友達をつく
りたい、アメリカで一生涯の友達をつくりた
いと、１年前にスピーチをしました。コロナ
ウイルスのせいで最後までやり遂げることは
できませんでしたが、このロータリー留学で
掲げていた自分の目標を達成し、大きく成長
し、無事日本に帰ってこれたことをとても嬉
しく思います。言葉の壁、文化の違い、肌の
色、セクシュアリティ全てを飛び越して、心
で繋がることのできた彼らとの思い出は、一
生涯の宝物です。今回のロータリー留学で学
んだこと、そして、皆さまへの恩を忘れず将
来の夢である世界中の全ての子どもたちが人
間的に成長できる教育を受けることのできる
社会を目指して、これからもさまざまなこと
に挑戦し続けていきます。
　この留学を支えてくださったロータリー関
係者の全ての皆さまへ感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

◇出席率報告

　　

•西森やよい　ガバナー訪問、創立記念夜間
例会では、皆さまに大変お世話になりました。
至らぬ点をフォローしてくださった方々に心
より感謝申し上げます。
•永野正将　上田さん本日は帰国報告ありが
とうございます。あと５クラブよろしくお願

いします。
•水谷直人　弊社、東海東京フィナンシャル
グループが2020年10月１日に誕生20周年を迎
えることになりました。これもひとえに皆さ
まのおかげです。今後とも何とぞよろしくお
願いいたします。
•野町和也　誕生日お礼！
•西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。結婚９年目、家事・育児を本当に
よく分担してくれる夫に改めて感謝です。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　２件

理解でき、興味深い考え方に触れることもで
きました。ファーストファミリーとは６ヵ月
間も一緒にいたので、離れるときは本当に辛
かったです。
　ロータリーの方々にも本当にお世話になり
ました。中でもカウンセラーのジョンさんと
そのご家族とは、本当に仲良くさせていただ
き、いろいろな所へ行きました。彼のガール
フレンドの日本人のアキコさんと私は共通点
が多く、とても話が合いました。英語でジョ
ンさんに説明してもなかなか分かってもらえ
ないことや、日本人女性ならではの悩みもア
キコさんに相談できたので、本当に心強かっ
たです。
　ロータリー地区で一緒だったインバウンド
の人たちとは月に１度オリエンテーションを
するのですが、この地区には日本人はもちろ
んアジア人が１人もおらず、全員がヨーロッ
パや中南米出身でした。みんな英語は流ちょ
うに話すし、中南米の人たちはスペイン語と
いう共通言語があります。私も最初は頑張っ
て英語で話していましたが、どうしても日本
人ならではのアクセントが抜けないせいで全
く理解してもらえず、一人ボッチの状況でし
た。文化と言語の大きな壁に悲観するばかり
でした。もう無理だと思って母に電話で相談
すると「自分が変わらないと何も変わらない
よ。状況を変えたいならまず自分を変えよう」
と言われました。彼らがもっと話しかけてく
れたら、もう少し優しく接してくれたらと
思っていた自分を反省し、それからは英語が
通じなくても、とにかく笑顔で一生懸命積極
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英語はめちゃくちゃだけど、和恵がこんなに
明るい子だとは思わなかった」と、今まです
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彼女がプレゼントしてくれた伝統衣裳で参加
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とても高いのですが、アメリカは人種差別こ
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前で、そんな自分に一人一人が誇りを持って
いました。アメリカの個性を認め合う文化に
私はとても共感し、日本もその文化をもっと
学んでいくべきではないかと思います。
　そして、もう一つ、障害のある子どもたち
と健常者の子どもたちが同じ学校に通ってい
ます。障害者をサポートするクラスもありま
した。あるとき、友達とお昼を食べていると
障害を持つ男の子が鼻水やよだれを垂らしな
がら、ハグを求めてきました。私は初めての
経験で思わず友達を見ると「元気だった、会
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をしていて、私は大きな衝撃を受けました。
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「長期交換学生  帰国報告」

◇ゲストスピーチ 長期交換学生  上田　和恵 さん



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は篠原ガバナーをお
迎えしてガバナー公式訪
問並びに創立記念夜間例
会を開催いたしました。
大勢の皆さまにご出席い

ただいたこと、心から感謝いたします。会長
としての大きなイベントが一つ終わったとい
う安堵感はありますけど、まだまだ半年以上
ありますので、次の課題に向かって邁進した
いと思います。
　ガバナー公式訪問並びにガバナー補佐訪問
のときもそうですが、会長・幹事懇談会が例
会の前後で行われ、その際に会長として、こ
の東クラブはどうなんだという説明をしない
といけません。東クラブの特徴というと会員
の皆さんが仲良くて和気藹々としたクラブで
すということを申し上げたいのですが、恐ら
く他のクラブも同じようなことをお話してい
ると思うので、東クラブの特色ということに
はなりにくいのではないかなと思います。
　時々、高知市内の他のクラブを訪問するこ
とがあります。例会だけを見てそのクラブの
実情を把握するまではなかなかいきません。
しかし、会員同士の会釈や会話を横から見て
いると、クラブの雰囲気はある程度伝わって
きて、いくつかのクラブを訪問していくと、

だんだんクラブごとの空気感が違うことが分
かってきます。因みに、私は高知県下の各ク
ラブは一応網羅しています。ただ１回だけと
か、自慢できる訪問数ではありませんが、県
下いろんなクラブがあります。各クラブを訪
問することは、ロータリアンとしての権利で
す。皆さんもいろんなクラブを訪問してはい
かがでしょうか。
　ロータリークラブは日本全国、世界にあり
ます。さすがに他の国のクラブまでは行った
ことはありませんが、十数年前、出張で東京
新宿をうろついていたときに、時間があるか
らと単なる思いつきで、新宿のある例会場に
飛び込んでみました。すると、新宿近辺５ク
ラブの合同例会で200人近くの方が集まって
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高知から来てくれたと紹介されました。なお
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いたので、めちゃくちゃ目立ってしまいまし
た。昼間の例会でしたが、ビールも出されて
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したときには訳が分からなくなっていたとい
う記憶しかありません。
　数年前、飯田橋の東京本郷ＲＣさんを訪問
したときは、毎年、私たちの業界の会を行う
ホテルと同じ例会場でした。30人弱の出席で
の会でしたが、名刺交換では全国展開をして
いる会社の方ばかりで、さすが東京のロータ
リークラブだと実感したことでした。本郷Ｒ
Ｃさんは、今後も訪問する機会があると思い
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ますので、顔なじみになっていきたいなと思
います。
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パや中南米出身でした。みんな英語は流ちょ
うに話すし、中南米の人たちはスペイン語と
いう共通言語があります。私も最初は頑張っ
て英語で話していましたが、どうしても日本
人ならではのアクセントが抜けないせいで全
く理解してもらえず、一人ボッチの状況でし
た。文化と言語の大きな壁に悲観するばかり
でした。もう無理だと思って母に電話で相談
すると「自分が変わらないと何も変わらない
よ。状況を変えたいならまず自分を変えよう」
と言われました。彼らがもっと話しかけてく
れたら、もう少し優しく接してくれたらと
思っていた自分を反省し、それからは英語が
通じなくても、とにかく笑顔で一生懸命積極
的に話しかけました。すると彼らも「彼女の
英語はめちゃくちゃだけど、和恵がこんなに
明るい子だとは思わなかった」と、今まです
れ違っていた心がどんどんほどけていきまし
た。今では、アジア人のいない地区だったか
らこそ、自分自身精神的にも大きく成長でき
たと思い、彼らと出会えたことに感謝してい
ます。
　アメリカの学校で私がすごいなと思ったこ
とを三つ、ランクを付けて紹介します。
　まず３番目、先生は全ての生徒に平等で
す。留学生に対しても他の生徒と何一つ変わ
りなく接してくれます。２番目は部活動の時
間が短く４時から５時に終わります。アメリ

カの治安の悪さゆえ、夜の町を歩かせないた
めの工夫だそうです。１番は、多様なジェン
ダーセクシュアリティで、私が学校生活で一
番カルチャーショックを受けたことです。例
えば、男の子だと思っていた子が実は女の子
で、男装が好きなトランスジェンダーだった
り、男の子だと思って接していた子が、ある
日つけまつげと口紅を付けて学校へ来たとき
は、本当にびっくりしました。男女平等すら
危うい日本社会では多くのＬＧＢＴの人々が
ジェンダーについて理解してもらえず苦しん
でいます。それに対し、自分のセクシュアリ
ティを個性として発信でき、性別に関係なく
実力次第でどんな未来も描けるアメリカの文
化は素晴らしいと思いますし、日本がもっと
セクシュアリティに対して寛容な国になるよ
う、私もいろいろなコミュニティに参加して
考えを深め、発信していこうと思っています。
　学校生活は本当に充実していて、多くの友
達ができたのですが、そのきっかけをくれた
のが、私が入っていたエイポップダンスクラ
ブのメンバーで、いつも明るく接してくれた
彼女たちには感謝しかありません。お泊まり
をしたり、遊園地へ行ったり楽しい時間を過
ごしました。中でも大親友のティファニーと
は、彼女の民族であるモン民族のお祭りに、
彼女がプレゼントしてくれた伝統衣裳で参加
したり、民族の歴史を知るなど異文化体験も
できました。日本はいじめによる自殺者数が
とても高いのですが、アメリカは人種差別こ
そあるものの学校内でのいじめは少ないよう
に感じました。個性を持っているのは当たり
前で、そんな自分に一人一人が誇りを持って
いました。アメリカの個性を認め合う文化に
私はとても共感し、日本もその文化をもっと
学んでいくべきではないかと思います。
　そして、もう一つ、障害のある子どもたち
と健常者の子どもたちが同じ学校に通ってい
ます。障害者をサポートするクラスもありま
した。あるとき、友達とお昼を食べていると
障害を持つ男の子が鼻水やよだれを垂らしな
がら、ハグを求めてきました。私は初めての
経験で思わず友達を見ると「元気だった、会
いたかった」といって当たり前のようにハグ
をしていて、私は大きな衝撃を受けました。
障害者と健常者がともに生きて行ける社会を



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週は篠原ガバナーをお
迎えしてガバナー公式訪
問並びに創立記念夜間例
会を開催いたしました。
大勢の皆さまにご出席い

ただいたこと、心から感謝いたします。会長
としての大きなイベントが一つ終わったとい
う安堵感はありますけど、まだまだ半年以上
ありますので、次の課題に向かって邁進した
いと思います。
　ガバナー公式訪問並びにガバナー補佐訪問
のときもそうですが、会長・幹事懇談会が例
会の前後で行われ、その際に会長として、こ
の東クラブはどうなんだという説明をしない
といけません。東クラブの特徴というと会員
の皆さんが仲良くて和気藹々としたクラブで
すということを申し上げたいのですが、恐ら
く他のクラブも同じようなことをお話してい
ると思うので、東クラブの特色ということに
はなりにくいのではないかなと思います。
　時々、高知市内の他のクラブを訪問するこ
とがあります。例会だけを見てそのクラブの
実情を把握するまではなかなかいきません。
しかし、会員同士の会釈や会話を横から見て
いると、クラブの雰囲気はある程度伝わって
きて、いくつかのクラブを訪問していくと、

だんだんクラブごとの空気感が違うことが分
かってきます。因みに、私は高知県下の各ク
ラブは一応網羅しています。ただ１回だけと
か、自慢できる訪問数ではありませんが、県
下いろんなクラブがあります。各クラブを訪
問することは、ロータリアンとしての権利で
す。皆さんもいろんなクラブを訪問してはい
かがでしょうか。
　ロータリークラブは日本全国、世界にあり
ます。さすがに他の国のクラブまでは行った
ことはありませんが、十数年前、出張で東京
新宿をうろついていたときに、時間があるか
らと単なる思いつきで、新宿のある例会場に
飛び込んでみました。すると、新宿近辺５ク
ラブの合同例会で200人近くの方が集まって
いて、唯一の来訪ロータリアンで、わざわざ
高知から来てくれたと紹介されました。なお
かつ、なぜか真っ白いジャケットをはおって
いたので、めちゃくちゃ目立ってしまいまし
た。昼間の例会でしたが、ビールも出されて
いろんな方から話しかけられ、例会場を後に
したときには訳が分からなくなっていたとい
う記憶しかありません。
　数年前、飯田橋の東京本郷ＲＣさんを訪問
したときは、毎年、私たちの業界の会を行う
ホテルと同じ例会場でした。30人弱の出席で
の会でしたが、名刺交換では全国展開をして
いる会社の方ばかりで、さすが東京のロータ
リークラブだと実感したことでした。本郷Ｒ
Ｃさんは、今後も訪問する機会があると思い
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ますので、顔なじみになっていきたいなと思
います。
　十数年前、ＰＴＡの役員をしていたとき、
神戸での会合に出席しました。お昼休み、ロ
ビーにいると「例会に出ていかれませんか？」
と、全く知らない方に声をかけられました。
恐らくバッジをご覧になってのことだと思い
ます。あいにく同じ時間帯の会合があり失礼
致しましたけれど、何となく不思議なご縁を
感じて、別の角度でロータリアンであること
を実感する機会でもありました。そして、ロ
ータリアンであれば、バッジを見かけたら気
安く声をかけるべきなんだろうなということ
を教えられた出来事でもあります。皆さん
も、権利として他のクラブを訪問することを
実践していただきたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
　長期交換学生　　上田　和恵さん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさん
　に奨学金をお渡ししま
　した。

◇市川会員のア
　ドバイザーと
　して、岡本淳
　一会員に委嘱
　状をお渡しし
　ました。
◇会　長　報　告
・レターボックスに篠原ガバナーからのＲＩ
会長のメッセージを入れています。
・諸事情により、小比賀さんが退会されます。
◇幹　事　報　告
・三翠園の工事のため、サインメイキャップ
の場所は鏡川沿いの温泉館入り口になりま
すので、ご注意ください。

つくっていくためにも、学生のころから障害
者と一緒に学べる環境は、差別や偏見をなく
していく日本社会、世界教育をよりよいもの
に変えていく大きな一歩だと思います。
　セカンドホストファミリーは78歳のノニー
さんと３匹のトイプードルでした。向かいの
家に住んでいたノニーさんの娘の家族が毎日
のように遊びに来て、週末にはスキーや動物
園、ディズニーランドへ行くなどとても楽し
く過ごしました。また、２月29日の４年に１
度の私の誕生日を祝うために友達を呼んで
パーティを開いてくれて、人生で最高の誕生
日となりました。
　しかし、楽しい時間はすぐに終わります。
コロナウイルス拡大のため、早期帰国命令が
送られてきた瞬間、頭が真っ白になりました。
悔しくて悲しくて、インバウンドの友達と大
声で泣きました。しかし、帰国までの１週間
は今までにない嬉しい忙しさで溢れていまし
た。朝昼晩とたくさんの友達やロータリーの
方々が、アルバムやお守りを持ってきてくれ
たり、お別れパーティを開いてくれました。
最終日には、友達がサプライズでピクニック
パーティを開いてくれて最高の思い出ができ
ました。そして、そのときに彼女たちが言っ

　去年の８月から2020年３月まで、約８ヵ月
間、ロータリーの交換留学生としてアメリカ
に派遣していただきました土佐女子高校の上
田和恵です。今日はよろしくお願いします。
　私が留学していたフレズノ市は、カリフォ
ルニアの中央部に位置しており、面積は高知
市と同じくらいですが、人口は50万人。カリ
フォルニアやサンフランシスコから車で約３
時間、サクラメントからは約２時間。高知市
の姉妹都市で１年に１度短期交換プログラム
も行っています。カリフォルニアは雨がほと
んど降らず、カラッとした天気の日が多いの
でとても過ごしやすく、空がきれいです。
　ファーストホストファミリーは弁護士をし
ているお父さんのボブ・エーブラムさんと明
るいポジティブなお母さんのシェリーさん、

シェリーさんのお母さんで93歳でも元気いっ
ぱいで現役で車を運転しているジジさん、そ
して３匹の可愛いわんちゃんです。ボブさん
は弁護士の仕事がとても忙しく、家にほとん
どいなかったため旅行や遠出はできませんで
したが、フレズノで開催されるイベントには
必ず連れて行ってくれました。シェリーさん
の趣味であるマラソン大会に出たり、日本の
パズルをしたり、映画をみたり、特別なこと
をしなくても日常生活の中で笑顔でいること
ができる、そんな家族でした。
　彼らは熱心なキリスト教徒で日曜日は必ず
教会へお祈りに行きました。私はクリスチャ
ンではないので、教会で座らないといけない
のが最初はすごく嫌でしたが、英語が聞き取
れるようになると聖書の内容なども少しずつ

た言葉を、私は未だに忘れることはできませ
ん。「私の人生に来てくれてありがとう」私
の８ヵ月の留学で一番嬉しい言葉であり、そ
して、私が留学をした理由を証明してくれる
言葉でもありました。
　私は世界平和のために世界中に友達をつく
りたい、アメリカで一生涯の友達をつくりた
いと、１年前にスピーチをしました。コロナ
ウイルスのせいで最後までやり遂げることは
できませんでしたが、このロータリー留学で
掲げていた自分の目標を達成し、大きく成長
し、無事日本に帰ってこれたことをとても嬉
しく思います。言葉の壁、文化の違い、肌の
色、セクシュアリティ全てを飛び越して、心
で繋がることのできた彼らとの思い出は、一
生涯の宝物です。今回のロータリー留学で学
んだこと、そして、皆さまへの恩を忘れず将
来の夢である世界中の全ての子どもたちが人
間的に成長できる教育を受けることのできる
社会を目指して、これからもさまざまなこと
に挑戦し続けていきます。
　この留学を支えてくださったロータリー関
係者の全ての皆さまへ感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

◇出席率報告

　　

•西森やよい　ガバナー訪問、創立記念夜間
例会では、皆さまに大変お世話になりました。
至らぬ点をフォローしてくださった方々に心
より感謝申し上げます。
•永野正将　上田さん本日は帰国報告ありが
とうございます。あと５クラブよろしくお願

いします。
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だんだんクラブごとの空気感が違うことが分
かってきます。因みに、私は高知県下の各ク
ラブは一応網羅しています。ただ１回だけと
か、自慢できる訪問数ではありませんが、県
下いろんなクラブがあります。各クラブを訪
問することは、ロータリアンとしての権利で
す。皆さんもいろんなクラブを訪問してはい
かがでしょうか。
　ロータリークラブは日本全国、世界にあり
ます。さすがに他の国のクラブまでは行った
ことはありませんが、十数年前、出張で東京
新宿をうろついていたときに、時間があるか
らと単なる思いつきで、新宿のある例会場に
飛び込んでみました。すると、新宿近辺５ク
ラブの合同例会で200人近くの方が集まって
いて、唯一の来訪ロータリアンで、わざわざ
高知から来てくれたと紹介されました。なお
かつ、なぜか真っ白いジャケットをはおって
いたので、めちゃくちゃ目立ってしまいまし
た。昼間の例会でしたが、ビールも出されて
いろんな方から話しかけられ、例会場を後に
したときには訳が分からなくなっていたとい
う記憶しかありません。
　数年前、飯田橋の東京本郷ＲＣさんを訪問
したときは、毎年、私たちの業界の会を行う
ホテルと同じ例会場でした。30人弱の出席で
の会でしたが、名刺交換では全国展開をして
いる会社の方ばかりで、さすが東京のロータ
リークラブだと実感したことでした。本郷Ｒ
Ｃさんは、今後も訪問する機会があると思い
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ますので、顔なじみになっていきたいなと思
います。
　十数年前、ＰＴＡの役員をしていたとき、
神戸での会合に出席しました。お昼休み、ロ
ビーにいると「例会に出ていかれませんか？」
と、全く知らない方に声をかけられました。
恐らくバッジをご覧になってのことだと思い
ます。あいにく同じ時間帯の会合があり失礼
致しましたけれど、何となく不思議なご縁を
感じて、別の角度でロータリアンであること
を実感する機会でもありました。そして、ロ
ータリアンであれば、バッジを見かけたら気
安く声をかけるべきなんだろうなということ
を教えられた出来事でもあります。皆さん
も、権利として他のクラブを訪問することを
実践していただきたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
　長期交換学生　　上田　和恵さん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエンさん
　に奨学金をお渡ししま
　した。

◇市川会員のア
　ドバイザーと
　して、岡本淳
　一会員に委嘱
　状をお渡しし
　ました。
◇会　長　報　告
・レターボックスに篠原ガバナーからのＲＩ
会長のメッセージを入れています。
・諸事情により、小比賀さんが退会されます。
◇幹　事　報　告
・三翠園の工事のため、サインメイキャップ
の場所は鏡川沿いの温泉館入り口になりま
すので、ご注意ください。

つくっていくためにも、学生のころから障害
者と一緒に学べる環境は、差別や偏見をなく
していく日本社会、世界教育をよりよいもの
に変えていく大きな一歩だと思います。
　セカンドホストファミリーは78歳のノニー
さんと３匹のトイプードルでした。向かいの
家に住んでいたノニーさんの娘の家族が毎日
のように遊びに来て、週末にはスキーや動物
園、ディズニーランドへ行くなどとても楽し
く過ごしました。また、２月29日の４年に１
度の私の誕生日を祝うために友達を呼んで
パーティを開いてくれて、人生で最高の誕生
日となりました。
　しかし、楽しい時間はすぐに終わります。
コロナウイルス拡大のため、早期帰国命令が
送られてきた瞬間、頭が真っ白になりました。
悔しくて悲しくて、インバウンドの友達と大
声で泣きました。しかし、帰国までの１週間
は今までにない嬉しい忙しさで溢れていまし
た。朝昼晩とたくさんの友達やロータリーの
方々が、アルバムやお守りを持ってきてくれ
たり、お別れパーティを開いてくれました。
最終日には、友達がサプライズでピクニック
パーティを開いてくれて最高の思い出ができ
ました。そして、そのときに彼女たちが言っ

　去年の８月から2020年３月まで、約８ヵ月
間、ロータリーの交換留学生としてアメリカ
に派遣していただきました土佐女子高校の上
田和恵です。今日はよろしくお願いします。
　私が留学していたフレズノ市は、カリフォ
ルニアの中央部に位置しており、面積は高知
市と同じくらいですが、人口は50万人。カリ
フォルニアやサンフランシスコから車で約３
時間、サクラメントからは約２時間。高知市
の姉妹都市で１年に１度短期交換プログラム
も行っています。カリフォルニアは雨がほと
んど降らず、カラッとした天気の日が多いの
でとても過ごしやすく、空がきれいです。
　ファーストホストファミリーは弁護士をし
ているお父さんのボブ・エーブラムさんと明
るいポジティブなお母さんのシェリーさん、

シェリーさんのお母さんで93歳でも元気いっ
ぱいで現役で車を運転しているジジさん、そ
して３匹の可愛いわんちゃんです。ボブさん
は弁護士の仕事がとても忙しく、家にほとん
どいなかったため旅行や遠出はできませんで
したが、フレズノで開催されるイベントには
必ず連れて行ってくれました。シェリーさん
の趣味であるマラソン大会に出たり、日本の
パズルをしたり、映画をみたり、特別なこと
をしなくても日常生活の中で笑顔でいること
ができる、そんな家族でした。
　彼らは熱心なキリスト教徒で日曜日は必ず
教会へお祈りに行きました。私はクリスチャ
ンではないので、教会で座らないといけない
のが最初はすごく嫌でしたが、英語が聞き取
れるようになると聖書の内容なども少しずつ

た言葉を、私は未だに忘れることはできませ
ん。「私の人生に来てくれてありがとう」私
の８ヵ月の留学で一番嬉しい言葉であり、そ
して、私が留学をした理由を証明してくれる
言葉でもありました。
　私は世界平和のために世界中に友達をつく
りたい、アメリカで一生涯の友達をつくりた
いと、１年前にスピーチをしました。コロナ
ウイルスのせいで最後までやり遂げることは
できませんでしたが、このロータリー留学で
掲げていた自分の目標を達成し、大きく成長
し、無事日本に帰ってこれたことをとても嬉
しく思います。言葉の壁、文化の違い、肌の
色、セクシュアリティ全てを飛び越して、心
で繋がることのできた彼らとの思い出は、一
生涯の宝物です。今回のロータリー留学で学
んだこと、そして、皆さまへの恩を忘れず将
来の夢である世界中の全ての子どもたちが人
間的に成長できる教育を受けることのできる
社会を目指して、これからもさまざまなこと
に挑戦し続けていきます。
　この留学を支えてくださったロータリー関
係者の全ての皆さまへ感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

◇出席率報告

　　

•西森やよい　ガバナー訪問、創立記念夜間
例会では、皆さまに大変お世話になりました。
至らぬ点をフォローしてくださった方々に心
より感謝申し上げます。
•永野正将　上田さん本日は帰国報告ありが
とうございます。あと５クラブよろしくお願

いします。
•水谷直人　弊社、東海東京フィナンシャル
グループが2020年10月１日に誕生20周年を迎
えることになりました。これもひとえに皆さ
まのおかげです。今後とも何とぞよろしくお
願いいたします。
•野町和也　誕生日お礼！
•西村美香　結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。結婚９年目、家事・育児を本当に
よく分担してくれる夫に改めて感謝です。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退　２件

理解でき、興味深い考え方に触れることもで
きました。ファーストファミリーとは６ヵ月
間も一緒にいたので、離れるときは本当に辛
かったです。
　ロータリーの方々にも本当にお世話になり
ました。中でもカウンセラーのジョンさんと
そのご家族とは、本当に仲良くさせていただ
き、いろいろな所へ行きました。彼のガール
フレンドの日本人のアキコさんと私は共通点
が多く、とても話が合いました。英語でジョ
ンさんに説明してもなかなか分かってもらえ
ないことや、日本人女性ならではの悩みもア
キコさんに相談できたので、本当に心強かっ
たです。
　ロータリー地区で一緒だったインバウンド
の人たちとは月に１度オリエンテーションを
するのですが、この地区には日本人はもちろ
んアジア人が１人もおらず、全員がヨーロッ
パや中南米出身でした。みんな英語は流ちょ
うに話すし、中南米の人たちはスペイン語と
いう共通言語があります。私も最初は頑張っ
て英語で話していましたが、どうしても日本
人ならではのアクセントが抜けないせいで全
く理解してもらえず、一人ボッチの状況でし
た。文化と言語の大きな壁に悲観するばかり
でした。もう無理だと思って母に電話で相談
すると「自分が変わらないと何も変わらない
よ。状況を変えたいならまず自分を変えよう」
と言われました。彼らがもっと話しかけてく
れたら、もう少し優しく接してくれたらと
思っていた自分を反省し、それからは英語が
通じなくても、とにかく笑顔で一生懸命積極
的に話しかけました。すると彼らも「彼女の
英語はめちゃくちゃだけど、和恵がこんなに
明るい子だとは思わなかった」と、今まです
れ違っていた心がどんどんほどけていきまし
た。今では、アジア人のいない地区だったか
らこそ、自分自身精神的にも大きく成長でき
たと思い、彼らと出会えたことに感謝してい
ます。
　アメリカの学校で私がすごいなと思ったこ
とを三つ、ランクを付けて紹介します。
　まず３番目、先生は全ての生徒に平等で
す。留学生に対しても他の生徒と何一つ変わ
りなく接してくれます。２番目は部活動の時
間が短く４時から５時に終わります。アメリ

カの治安の悪さゆえ、夜の町を歩かせないた
めの工夫だそうです。１番は、多様なジェン
ダーセクシュアリティで、私が学校生活で一
番カルチャーショックを受けたことです。例
えば、男の子だと思っていた子が実は女の子
で、男装が好きなトランスジェンダーだった
り、男の子だと思って接していた子が、ある
日つけまつげと口紅を付けて学校へ来たとき
は、本当にびっくりしました。男女平等すら
危うい日本社会では多くのＬＧＢＴの人々が
ジェンダーについて理解してもらえず苦しん
でいます。それに対し、自分のセクシュアリ
ティを個性として発信でき、性別に関係なく
実力次第でどんな未来も描けるアメリカの文
化は素晴らしいと思いますし、日本がもっと
セクシュアリティに対して寛容な国になるよ
う、私もいろいろなコミュニティに参加して
考えを深め、発信していこうと思っています。
　学校生活は本当に充実していて、多くの友
達ができたのですが、そのきっかけをくれた
のが、私が入っていたエイポップダンスクラ
ブのメンバーで、いつも明るく接してくれた
彼女たちには感謝しかありません。お泊まり
をしたり、遊園地へ行ったり楽しい時間を過
ごしました。中でも大親友のティファニーと
は、彼女の民族であるモン民族のお祭りに、
彼女がプレゼントしてくれた伝統衣裳で参加
したり、民族の歴史を知るなど異文化体験も
できました。日本はいじめによる自殺者数が
とても高いのですが、アメリカは人種差別こ
そあるものの学校内でのいじめは少ないよう
に感じました。個性を持っているのは当たり
前で、そんな自分に一人一人が誇りを持って
いました。アメリカの個性を認め合う文化に
私はとても共感し、日本もその文化をもっと
学んでいくべきではないかと思います。
　そして、もう一つ、障害のある子どもたち
と健常者の子どもたちが同じ学校に通ってい
ます。障害者をサポートするクラスもありま
した。あるとき、友達とお昼を食べていると
障害を持つ男の子が鼻水やよだれを垂らしな
がら、ハグを求めてきました。私は初めての
経験で思わず友達を見ると「元気だった、会
いたかった」といって当たり前のようにハグ
をしていて、私は大きな衝撃を受けました。
障害者と健常者がともに生きて行ける社会を

水曜会市役所庁舎前花壇

花  の  贈  呈  式
2020年10月14日㈬　於：高知市役所庁舎前
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
471,161円
20,600円
491,761円

6,388円
211円
6,599円

477,549円
20,811円
498,360円

チビニコ 合　計

10月14日
今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月25日㈰　親睦ゴルフ大会
11月４日㈬　定例理事会
11月11日㈬　ロータリー休日
11月18日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　（例会終了後）
11月25日㈬　役員会
12月２日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月16日㈬　役員会（例会前）
12月23日㈬　忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月30日㈬　休会（年末年始）

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　11月２日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月５日㈭　休会
高知南ＲＣ　　11月12日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月13日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　11月19日㈭　職場例会

他クラブ変更事項

●三翠園　サインメーキャップの場所について
　三翠園が約１年間、本館工事のため、フロントの場所が変わりました。
　高知ＲＣ、高知西ＲＣ、高知北ＲＣの例会変更でサインメーキャップされる
会員は下記の場所でお願いいたします。
　　鏡川沿の三翠園温泉館入り口付近
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