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柳ヶ浦高校インターアクトクラブの皆さん

 ビジター

赤川治之君（大分中央RC）

会長の時間

藤本博和会長

今日は柳ヶ浦高校インターアクトクラブの皆様

たら未来のロータリアンになっていただけるかも

に来ていただきまして、先日の荒尾でのインター

しれませんのでこのことを復唱したいと思います。

アクト年次大会の報告を後程していただきます。

『今日のロータリー・クラブの例会風景は、一見

その節に赤川ガバナーが挨拶の中で言っていた

して50年前の例会とは大分様子が違っています。

ことを話したいと思います。ロン・Ｄ・バートン

また、34,000あるクラブすべてを訪れれば、さま

ＲＩ会長のメッセージであります「ロータリーを

ざまな経歴を持つ人々が世界のあらゆる言葉を話

実践しみんなに豊かな人生を」ということですが、

し、地元レベルから国際レベルまで、実に多様な

インターアクトの方が来ていますので、もしかし

奉仕プロジェクトを行っている姿を眼にするでし
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ょう。週末に近所の公園にある遊具を修理してい

よりも、あなた自身の人生が一番豊かになるはず

るクラブや、ほかのクラブと協力して何千キロも

です。』

離れた学校の衛生設備を整えているクラブなど、

以上ですが、先日、石部清周大先輩の葬儀にロ

大小さまざまな方法で、この世界をより良くする

ータリークラブの代表として出席しましたが、そ

ためにロータリアンは活動しています。今日、ロ

の時の遺族の謝辞の中で、如何にロータリーに係

ータリーで目にすることの多くは、昔とは違いま

わったことで充実した豊かな人生で老後を楽しく

す。しかし、ロータリーの土台は変わってはいま

過ごせたかを言っていました。私もそうなるよう

せん。私たちの土台は、これまでと同じように、

に日々努力してゆきたいと思います。先週も話し

ロータリーの中核的価値観、すなわち、奉仕、親

ましたが、百年生きるための方法(財産)の第8番

睦、多様性、高潔性、リーダーシップです。これ

目「人生を楽観しされてくれる人と仕事を持つ

らの価値観こそが、ロータリアンとして私たちを

事。」の人をロータリーに変えたら良いかと思い

定義づけるものです。私たちは、これらの価値感

ます。

に従って生き、地域社会にこれらの価値観を広め
ようと努力しています。私たちは推薦され、その
推薦を受諾することを選択してロータリーに入会
しました。そして、入会した後にも、日々、選択
を行っています。それは、ロータリーの単なる一
会員でいるか、真のロータリアンになるか、の選
択です。ロータリアンであるということは、週に
一度例会に出席するよりも、ずっと大きな責任で
す。それは、独特な方法で、世界を見ること、そ

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ロータリー日本財団より「確定申告用寄付
金領収証について」；3枚配布
2）荒尾ロータリークラブより「インターアク
ト年次大会のお礼状」；回覧
２．例会変更

して、その世界における自分の役割を見ることで

くにさきRC：①8/14(水)は休会 ②8/21(水)は

す。地域社会の問題を自分自身の責任として受け

19:00～「ベイグランド国東」に変更；夜の

止め、それに基づいて行動し、イニシアチブを発

例会の為

揮し、最善の努力をすること、簡単な道ではなく、

別府東RC：8/22(木)は18:30～「ホテルサンバリ

正しい道を歩む事を意味しています。私たちは皆、

ーアネックス」に変更；新入会員歓迎会の為

世界をより良くすること活動に自ら参加するため
に、ロータリーに入会しました。人生におけるあ
らゆる物事と同じように、ロータリーの奉仕では、
努力すればするほど、多くを得ることができます。
形だけの努力だけなら、大した成果は挙がりませ

３．週報受理
杵築RC、中津中央RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ

んし、本当の満足感は得られないでしょう。しか

1）次週8月15日の例会は、休会です。

し、ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕

2）次回8月22日の例会は、秋吉ガバナー補佐を

と価値観を日々活かす決意をすれば、自分がいか

迎えて「公式訪問前クラブ協議会」です。全

に素晴らしい影響をもたらすことができるかが見

会員の出席をお願い致します。資料は当日配

えてくるでしょう。そうして初めて、人々の人生

布致します。

を真に豊かにしようというインスピレーション、
やる気、パワーが沸いてくるのです。そして、何

3）今月の定例理事会は、第4週（8月22日）例
会終了後に開催致します。

4）初盆のお参りについて；8月13日(火) 14:00
に米沢観光園駐車場集合･出発致します。
６．欠席連絡

藤本博和会長：大谷先生、インターアクトの皆さ
ん年次大会お疲れさまでした。本日は報告よろ
しくお願いします。

住本憲彦会員、津々良洋一会員、藤久保茂己会員
宮丸龍昭会員、宮本順二会員、米澤哲也会員
７．本日の当番

本庄伸子幹事：小野田さんお誕生日おめでとうご
ざいます。
斉藤順一会員：柳ヶ浦高校の皆さん今日はインタ

新開洋一会員、末宗為十会員

ーアクト年次大会の報告よろしくお願いします。
廣瀬辰彦会員：インターアクト生の皆様ようこ
そ！今日は報告よろしくお願いします。
末宗為十会員：柳ヶ浦高校インターアクト生の皆

今月のお祝い

さんようこそ。職業奉仕のため早退させていた

【本人誕生日】

だきます。

：臼杵 確会員

和田久継会員：職業奉仕の為早退します。

40歳代最後の1年となりまし
た。30代で入会しまして早

ニコニコ累計

11年という月日が経ってい

９８，０００円

ます。私が入った当時の河
村会長や末宗会員と同じ年になりまして、私も

外部卓話

あんなに老けたのかなと思う次第です。今後も

「第29回インターアクト年次大会を終えて」

宜しくお願いいたします。

斉藤順一新世代委員長
7月27日朝柳ヶ浦高校に

委員会報告
◎会員増強委員会

集合しまして、インターア
末宗為十委員長

クト先生を含め10名と、ロ

今月は会員増強月間です。会員の皆様がものす

ータリアン6名にて柳高バ

ごく増強の活動をしていると思いますので、8月

スを借りて2時間半、会場には12時10分に着き、

29日夜7時からちよせにてどれだけ活動したかの

13時から開会式、記念講演では九州ルーテル学院

報告を聞きたいと思います。委員のみならず会員

大学客員教授大畑先生の「21世紀の能力～悪戦苦

全員のご出席をお願いいたします。

闘の能力を身につけよう～」熱意ある講演を1時
間半聴きました。それも荒尾高校の体育館であっ
たことから気温が34度の猛暑の中で扇風機と若干

スマイルカード

幡手一義副委員長

氷があるような中、記念講演を受けました。その

赤川治之君(大分中央RC)：岡村ガバナー年度は大

後暑いということでホテルに移動し、14時15分か

変お世話になりました。赤山ガバナーも老人パ

ら夕べの集い、4時45分から食事、6時の涼しくな

ワー全開で頑張っています。先日地区IT委員長

ってから生徒の交流会を8時まで行いまして、入

の臨海片山会員から卓話をいただき、iPadや

浴就寝致しました。

Facebookの時代である印象を受けました。当ク
ラブも是非卓話をお受け下さい。

次の日は7時から8時まで食事を行い、9時から
10時まで各インターアクトの活動報告を行いまし

て、10時から10時40分までは宮崎兄弟の生家施設

学校もあり、笑いありの紹介でとても楽しかった

の安田所長による「孫文と滔天との交流と通じて

です。

考えること」という講演がありました。10時45分

２つ目は、たくさんの人と関われたことです。

から11時まで閉会式があり、その後は柳高インタ

他校の生徒はもちろんのこと、同じ学校の人でも

ーアクト生との交流深めるということで、三井グ

科や学年が違うため、話したことがありませんで

リーンランドに行き、帰って参りました。

した。でも、今回の年次大会で関わることができ、

今回の年次大会は講演会が2回あるなどで生徒

友達が増え、とても嬉しかったです。

の交流会の時間が多少短かったように感じ、気に

２日間の年次大会で２つの講演を聞くことがで

なりましたが、どうであったかは、後ほどの報告

きました。これから毎日習慣づけてやっていけば

で聞きたいと思います。

良いことなどたくさん教えてもらい、これからの

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
■柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
3年 坂口美澪さん

生活に活かしていこうと思いました。
他校の活動紹介を聞いて、やってみたい活動が
ありました。それは「割りばしのリサイクル」で
す。柳ヶ浦高校は寮生が多いため、昼は寮の弁当

今回の年次大会では、講

でみんな割りばしを使います。毎回何百人分とい

演会やイベントなどに参加

う単位で捨てるため、「みんなが同じところに捨

し、楽しく過ごすことがで

てる」というだけで手間もかからないし、たくさ

きました。

ん集まると思いました。

特に私の心に残ったのは、今までの学校生活で
関わることのなかった体育進学コースの同級生や
同じ看護学科の後輩の事を知ることができたこと

柳高も他校のように、自然や人のためにもっと
活動していきたいと思いました。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

です。同じ学校の人たちの事もあまり分かってお

1年 板井 遥さん

らず、他校の関わりだけでなく同じ学校の人との

私は今回、初めて“イン

関わりも大切だという事を、年次大会を通して学

ターアクト年次大会”に参

ぶことができたと思います。講演会でも今後に活

加しました。何も分からず、

かしていきたいことがたくさん聞け、有意義な時

先輩方に頼ってばかりでし

間を過ごすことができました。交流会では他校の

たが、凄く楽しく、あっと言う間の二日間でした。

クラブがどのような活動をしているかを知ること

その中でも特に心に残った、楽しかったことは、

ができ、とても参考になりました。

交流会の場での各校の発表です。大分県、熊本県

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

から実に、15校もの参加があり、各校それぞれの

1年 戸髙ひなのさん
私は初めて年次大会に参
加しました。私が今回の年
次大会に行って楽しかった
ことは、２つあります。
１つ目は、各学校が行う学校紹介や活動紹介で
す。他の高校のことをたくさん知ることができま
した。話ばかりでなく、モノマネや踊ったりする

特色が表れていて、とても楽しかったです。中で
も、今回のホスト校、熊本県有明高校のパフォー
マンスは、格別に面白かったです。
またロータリーの方々には、私達が二日間思う
存分楽しめる様にと、様々な面で支援して頂いた
り、疑問に答えて頂いたりと本当にお世話になり
ました。
そして学年を超えた繋がりでは、私は1年生で

何も分からなかったのですが、先輩方がしっかり

ターも相まって、笑いのあるユニークな学校紹介

とリードし、引っ張ってくれたお陰で、二日間と

となりました。その後には空手部の生徒２名が空

ても楽しく過ごすことが出来ました。

手の得点を説明しながら組み手を披露し、会場か

更に二日間の講演では、どちらも貴重なものを
聴くことが出来ました。どんな高校をも再生へと
導き、その上、県内でも有数の有名校に改革して

らは驚きの声や歓声があがり、素晴らしい発表と
なりました。
また、翌日のグリーンランドでの自由時間では、

きた大畑誠也さんのお話では、今の自分達にはど

皆がバラバラに行動すると思っていましたが全員

んなものが必要で、それがいかに将来に影響する

で行動することで、「次はどれに乗ろうか？！」

かを学びました。毎日の日常の中のことでしたの

や「もう１回乗ろう！！」と皆で意見を出し合い、

で、とても為になりました。

有意義な時間を過ごしたのではないかと思います。

熊本の偉人“宮崎兄弟”の講演をして下さった
安田信彦さんのお話は、初めて聞いたのでとても
興味深かったです。また、自分の故郷の偉人にも
関心を持つよいきっかけとなりました。

私も生徒と行動を共にしましたが、生徒の新しい
一面を発見でき嬉しく思いました。
年次大会の２日間を通して、ローアリークラブ
の方々には本当にお世話になりました。生徒に対

本当にこの二日間は内容の濃い、思い出深いも

するお心遣いやサポート、インターアクトクラブ

のとなりました。ロータリーの皆様方、先生、先

のあり方や活動に対する教員の心構えをご指導し

輩方、本当に楽しかったです。有難う御座いまし

て頂き、感謝しております。この気持ちを忘れず

た。

に、これからも生徒のサポートを通してクラブの

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
顧問 大谷 綾先生（代読：井上悦子先生）
今回、インターアクト年
次大会の参加にあたり、私
自身初めて参加するため想

発展に貢献していきたいと思います。また、今回
の交流を通して活発なクラブ活動、生徒の自主性
を期待したいと思います。
本当にありがとうございました。今後もよろし
くお願いします。

像がつかず生徒に不安を与
えてしまうのではないかと思っていました。生徒
間の学年を越えた交流、他校の生徒と交流がうま
くできるか、また生徒たちが楽しみながら無事に
終える事ができるか…という不安がありながらの
参加となりました。
しかし、生徒は皆が協調性を持ちながらたくさ
ん関わり合い、最後には「楽しかった！」という

国際ロータリー第2720地区 2013-14年度
第29回インターアクト年次大会
＜大会テーマ＞ ～前進～
その一歩で笑顔の輪を広げよう

言葉と充実感に満ちた表情をしており、年次大会
の参加は大成功だったと確信しました。
特にそれが感じられたのは、夜に行われた交流

期 日 2013年7月27日(土)・28日(日)
会 場 有明高等学校・ホテルブランカ

会です。それぞれの学校紹介があり、何も情報が

主 催 RI第2720地区インターアクト委員会

なかった本校の生徒は、事前の打ち合わせがほと

ホスト校 有明高等学校インターアクトクラブ

んどできないまま、３年生が協力して学校紹介を

提唱RC 荒尾ロータリークラブ

発表してくれました。発表をした生徒のキャラク

ロータリー情報

出席報告
磯永喜八郎委員長

出口幸太郎副委員長
第2265回（8月8日）

来週15日の例会は休会となり

会 員 総 数

32名

ますが終戦記念日です。私は現

（内出席免除）

在81才となりますが、15才の時、

出

旧制中学1年の時に終戦で貴重

（ 内 事 前 MU）

0名

な体験をしまして、皆様誰も知

欠

席

数

8名

らないと思いますのでその話をします。

出

席

率

７５．００％

第2次大戦とも言い、日米大戦とも言い、大東
亜戦争とも言いますが、柳ヶ浦高校も宇佐海軍航
空隊があったために校舎もやられまして、私は入
学して一学期のひと月も経たないうちに宇佐海軍
航空隊にやられまして毎日勤労奉仕です。そして
毎日グラマンの襲撃が有り、金屋の壕にあわてて
逃げる毎日が終戦まで続きました。5月でしたか
B29による大空襲が有り、500何人かが亡くなり

席

0名

数

24名

欠席者
新開洋一会員、住本憲彦会員、津々良洋一会員
藤久保茂己会員、松永忠昭会員、宮丸龍昭会員
宮本順二会員、米澤哲也会員
※出席率の更正
◎8月1日の出席率は1名のメークアップ
により84.38％→８７．５０％に更正
事後メークアップ
臼杵 確会員（宇佐八幡RC）

ましてその日は夕方まで爆弾が爆発して恐ろしい
体験をいたしました。そのうちに原爆が広島・長
崎に落ちてこれじゃもうもてないんじゃないかと

近隣クラブ例会案内

いう内に、大本営が協議して天皇陛下に奏上して
8月15日に玉音が有りました。僕たちは朝から空
襲が来ないなと思っていたら、学校に集まるよう
指示があり、学校の校庭で古いラジオで天皇の玉
音を聞きました。そして、校長教頭が涙を流して

■火曜日
豊後高田

12:30～ ひまわり荘

中津中央

12:30～ グランプラザ中津ホテル

■水曜日

いたのを今でも思い出します。日本は負けたこと

くにさき

12:30～ ベイグランドホテル国東

が無いのに負けたんだということでシュンとして、

中

津

12:30～ グランプラザ中津ホテル

その日は静かになりせみの声だけが鳴き散らし、

宇佐2001

19:00～ 宇佐ホテルリバーサイド

空は真っ青で、いっぺんに日本の雰囲気は変わっ

■木曜日

たなと思いました。次の日学校に行ったんですが、

中津平成

12:30～ グランプラザ中津ホテル

授業というのはあまり無く、昔の教科書が使えな

杵

12:30～ 焼肉みやべ

築

くアメリカ等が書かれている箇所は先生が墨で消
していき、教科書の半分以上は消されている状況

■金曜日
宇佐八幡

12:30～ 宇佐ホテルリバーサイド

です。そしてアメリカからＭＰが学校に来てどう
いう授業をしているのか参観して、剣道とか一切
禁止され、アメリカの本はよく読み方とかを聞き、
本物の英語はこういうものかと思いました。

その他 全国のクラブ例会は
ロータリージャパンのホームページから
http://www.rotary.or.jp/

・・・・・（誌面の都合で以下割愛します）・・・・・
閉会点鐘
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