
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 予 定

 

 今 後 の予 定 

 

副会長：岡崎 秀仁 
幹 事：壬生 那昭 
副幹事：片岡 由紀夫 
創 立 2003年 4月 27日 
例会日時 火曜日(12：30～13：30) 

例会場 ホテル日航旭ロイヤル 
事務局 高知市本町 3-2-15  

高知新聞放送会館１階 TEL 088-824-8660 

●国旗儀礼 本日の歌(四つのテスト) 
●長期&短期交換留学生の皆さん 

引率 正木 堅一 様 （高知北 RC) 

 

10月 20日(火) 例会 

       卓話  

10月 13日(火) 例会(家庭記念日) 

       卓話  

10月 6日(火) 第 8回 土佐蔵元 

       銘酒の宴 18：00開場 

       ホテル日航旭ロイヤル 

10月 6日(火)例会 (誕生日祝い) 

       卓話  

       例会終了後(理事会) 

その他の予定はわかり次第お知らせします。 

幹事報告 

Today’s lunch 

 

第 541回 2015年 9月 29日(火)例会

 

 
 

西川会長、出張のため 

岡崎副会長の挨拶です。 

 

別紙参照 

 

本日の報告 

・愛仁園で感謝祭 10月 10日(土)午後 4時～6時

半、参加者はご連絡ください。 

 現在、岡崎会員と壬生会員が参加予定です。 

・ロータリーの友英語版が出ています。 

希望者は幹事まで。 

・大洲ロータリークラブの例会場変更。 

 新例会場：大洲市大洲 891-1 市民会館 2階 

・大正大学で学部新設のご案内 

 地域創生学部が文部科学省より正式に認可を

受けました 

 

Be a gift to the world 

心からあたたまる、 

お接待をしよう 

高知ロイヤルロータリークラブ週報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会情報 

留学の報告：井上 なま さん 

テーマ： 短期交換留学について 

 

まず始めに、このプログラムをサポートしてくださった皆様に感謝したいと思います。 

私にとって、このアメリカのニュージャージ州で過ごした 3 週間は絶対に忘れることができない思い出となりま

した。私は以前から英語にとても興味があり、叔父がアメリカ人ということもあり叔父のアメリカの話を聞くたび

に一度はいって本場の英語や文化に触れてみたいという思いがありました。 

そして、今回このプログラムに参加してホームステイという貴重な経験もすることもできました。 

この旅では、毎日様々なアクティビティがありました。何もかにもが新鮮で、特に食べ物の違いには驚いた毎

日でした。そして、印象に残っている場所もいくつかあります。 

キャンプ・メリー・ハートという障害者を支援する施設をたずねたとき、そこの障害者の方たちが「Hi！Japanise 

friend！」と初対面の私たちに大きく手を振ってくれたことがとても印象に残っています。 

自由時間のときなどに向こうから積極的に話しかけてくれたり、ゲームに誘ってくれたことが印象に残っていま

す。障害というハンディを抱えながらも明るく生きていることが素晴らしいなと改めて感じました。 

そして、9.11記念博物館を訪ねたときは衝撃で言葉が出ませんでした。 

事件当日の写真や、父親が子供に残した手紙などを見て事件の悲惨さを痛感しました。 

二度とこのような悲しいことが起こってはならないと感じました。 

他にも、ヤンキースや、夢だった NY タイムズスクエア、自由の女神などに行くこともできました。 

そして、このプログラムの中でも一番の思いでは、ホストファミリーと過ごした時間です。どのホストファミリーも

私を家族のように受け入れてくれ、人の温かさというものをとても感じました。家族のことや日本のこと、同じぐ

らいの年の子供がいる家庭では、お互いの学校のことや流行っていることなどを話しことができてとても楽し

かったです。そして、日本料理を作ったときにホストが美味しいといって全部食べてくれたことが一番うれしか

ったことです。英語がうまく通じない時でも真剣に聞いてくれました。最初は聞き取れなかったり、どう答えてい

いか分からなくて黙ってしまったことも、最後は少しずつ話せるようになっていた自分に驚きました。 

ホストファミリーデーではショッピングなどたくさん連れていってくれました。他にも数えきれないほどのたくさん

の思い出があります。最後の日のお別れパーティーでは涙をこらえきれずに泣いてしまいました。 

しかし、どのホスト、アメリカでできた友達と約束したことがひとつあります。 

それは絶対にまた会うことです。 

そして、次に会うときは自分の言いたいことを英語で話せるようになりたいです。 

日本に帰ってきてから私のクラスにアメリカから留学生がきました。 

以前と違って積極的に話せるようになっていました。今では彼女と話すことがとても楽しいです。このアメリカ

で学んだことがあります。それは、間違いを恐れない事と何事も積極的に取り組む姿勢だと思いました。 

私の夢は、英語を使って人を助ける仕事をすることです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために大学では留学をしてもっと英語を学びたいです。 

最後に、アメリカに行く貴重な機会を与えてくれた家族やロータリーの方々、支えてくれた友達や先生、 

今回一緒に旅をした 28人の大切な仲間たちに本当に感謝をしたいと思います。 

周りの人の支えがあってからこそこのような素晴らしい経験ができたと思います。 

これからは、今回吸収したことを胸に抱えてこれから自分の夢に向かって頑張っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

例会情報 

留学の報告：壬生 佳恋 さん 

テーマ： 長期交換留学を終えて 

 

こんにちは。 土佐女子高校 2年壬生カレンです。 

高知地区から推薦していただき去年の 8 月から今年の 7 月までカリフォルニアの woodlake という小

さい町で留学させていただきました。この 1 年間私は誰もが経験できる事が出来ないすばらしい 1 年

を留学生としてカリフォルニアで過ごすことが出来ました。 

語学の習得だけではなく、日米間の文化の違いや、アメリカからの視点から見た真珠湾攻撃など歴史

的な出来事を向こうでの学校生活を通して学ぶことが出来ました。 

この留学生と過ごした 1 年は一生忘れることの出来ない大切な思い出でこの一年を通して出会った

人々は大切な宝物です。このような素晴らしい機会を与えてくださった土佐女子高校、そして家族、

留学が決まってからの 1年そして留学期間中の 1年、この 2年間の間に沢山のアドバイスとサポート、

ありがとうございました。 

そして、ロータリークラブの皆様、この 1 年間私を推薦していただき、私の中学 3 年生からの夢であ

った外国で留学をし英語を学べるチャンスを与えてくださってありがとうございました。 

この 1年間を素晴らしいものにしていただき本当にありがとうございました。 

 

 

長期交換留学生紹介 
ケイトリン マーフィー さん 

皆さま こんにちは 

ケイトリン マーフィーです。 

カリフォルニアからきました。 

これからもよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello. My name is Karen mibu. I was on Rotary youth exchange 2014-15. throughout this past year, 

I had so many amazing days. I can say my exchange year is the best year of my life. and also I had 

bad days as much as I had good days but those days made me strong, grown up as a person and 

changed me a lot in a good way.  

I didn’t only learn English but also I learned culture differences, how to make friends, how to explain 

who I am to people. The small town, Woodlake where I lived, they have only 7000 people but every single 

one of them were so nice to me, that is why I think I could make my exchange success. 

My 3 host families, friends, exchange family, and teachers, they always helped me when I needed 

a help and made my year better. Absolutely my exchange wouldn’t be same without them.  

I am so glad that I could meet amazing people like them in my life.  

I left here last August for California, and I came back here 2 months ago. before I left, I thought 

almost year, without family would be long time but my exchange year in Woodlake went way much 

faster than I thought. But I enjoyed every single moment over there and there is no regrets.  

Thank you to school for giving me an opportunity to be an exchange student. 

Thank you to my parents for being the biggest supporters and being by my side all the time. And 

the biggest thank you to  sponsor Rotary club and host Rotary club for sponsoring and hosting me 

and making my dream come true. My exchange couldn’t happen without your support and I really 

appreciate your help.  

Thank everyone who was a part of my exchange life. Thank you so much. 

これからはローテックスとしてケイトリンが素晴らしい留学生活を送れるようにサポートしたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

岡崎 秀仁 副会長挨拶 

今日は沢山のお客様ありがとうございます。 

ごゆっくりしていってください。 

今日は何を話そうかと思っていましたが、熟成肉についてお

話をしたいと思っております。 

すでに牛肉は体が受け付けなくなってきているのですが、熟

成肉についてはそれほど美味しいのなら一度は食べてみた

いものだと思っておりましたところ一月の中旬、東京から 

お見えになった中に静岡から有名なお肉屋さんがおられました。 

その方が日本に熟成肉を紹介した第一人者ということで、4 月の下旬に商談会で東京にいくことが決まっ

ていましたのでお肉屋さんを紹介していただいていってきました。 

コースはオードブルからキーボーンステーキ、ハンバーグ、牛のカツレツなど色々ありましたが、一番ショ

ックを受けたのが野菜を生の牛肉で巻いた前菜でして、それを口に入れた瞬間、ネチャっとした食感でそ

の時点で拒否反応を示すやつで、熟成肉といっても結局は黒毛和牛を 15度前後のなかで何十日か 

吊り下げたやつですが、高知で新鮮なものしか食べていない自分にとって熟成させた肉というものは、 

一生食べなくていいや！という状態でした。 

西麻布で結構なお値段を払って食べたのですが、やっぱり新鮮なほうがいいというお話でした。 



 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱金額と累計 

9月 29日 累 計 

6,000円 186,000円 

 

出席率報告 

 総数 出席 欠席 Ｍ.Ｕ 出席率 

9月 29日 24 19 3 2 87.50 

9月 15日 24 19 4 1 83.33 

 

●ニコニコ箱(9 月 29 日) 寄付をいただいた方々。(順不同) 

清水敏博会員、野村和男会員、山下等会員、刈谷敏久会員、國澤忠司会員、尾田安広会員 

以上 6 名 


