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８月は会員増強および拡大月間
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＊８月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （8月23日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 宮本順二会員 「生い立ち」
６．出席報告

第２２１７回例会

会 長

2日 会員増強フォーラム 河村正一委員長
9日 外部卓話 「インターアクト年次大会報告」
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
16日 休会
23日 内部卓話 宮本順二会員
30日 夜間納涼例会 18:30～ 米沢観光園

平成２４年

８月

９日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト

柳ヶ浦高校インターアクトクラブの皆さん

 ビジター

なし

● 会長の時間

石部幸二会長

先週の土曜日、メルクスの桜並木の除草作業ご苦労

インターアクトクラブ（Interact Club、ＩＡＣ）
とは、

様でした。遅刻して申し訳ありませんでした。前日お

奉仕と国際理解に貢献する青少年のための、ロータリ

酒が進みすぎました。

ークラブ（ＲＣ）提唱の世界的団体で、高校に在学中

さて、本日は柳ヶ浦高校インターアクト生の皆さん

の生徒、または年齢12～18歳までの青少年が入会でき

をゲストに迎えてインターアクト年次大会の卓話をお

ます。Interactという名は「国際的活動」International

願いしています。よろしくお願いします。

Actionを意味します。

インターアクトについて少し調べてきましたので、
紹介させていただきます。

インターアクトクラブの誕生
1959－60年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長・ハロ
ルド・トーマスは、世界各地のロータリアンが共通し
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て「ロータリーは青少年奉仕を開発する力を、十分に
発揮していない」という気持ちを抱いていることに気
づきました。
そうした中で、世界中の青少年が共に活動できるよ
うな組織をつくろう、という機運はますます高まり、
トーマスＲＩ会長は1960年、5人のロータリアンからな
る委員会を発足させました。2年後の1962年、ＲＩ理事

● 幹事報告

本庄伸子副幹事

１．来信
1）地区ロータリー財団セミナー開催のご案内
；9月9日(日) 大分県立看護科学大学にて。
登録締切 8/31(金)まで
2）麻生ガバナー補佐より「公式訪問時クラブ協議会につ
いて(実施しない）」

会により、インターアクトプログラムが宣言され、こ

3）ガバナー事務所より「ポリオ募金のお願い」

の年、
理事会は初めてのＩＡＣの発足を認証しました。

4）前年度ＲＩ会長より「会員増強における表彰状（2種）」

世界最初のＩＡＣは、アメリカ・フロリダ州メルボル

２．例会変更

竹田RC

ンＲＣの提唱により10月28日に結成、23人でスタート

３．週報受理

なし

したメルボルン高校ＩＡＣです。
その後、
ＩＡＣは次々

４．理事会報告 なし

と広がっていき、現在では、世界各地で、青少年がさ

５．お知らせ

まざまなインターアクト活動を通じ、国際理解と親睦

1）出欠の回覧が3件あります

の輪を広げています。

①納涼例会(8/30) ②6クラブゴルフコンペ(9/2)

日本最初のインターアクトクラブ

③別府RC60周年(9/15)

日本最初のＩＡＣは、1963年6月27日に結成された、
宮城県の仙台育英学園高校ＩＡＣです。提唱は、仙台
東ＲＣ（宮城県 現・第2520地区）当時の第352地区（東
北6県を範囲とし、地区番号は3ケタでした）。100人を
超える人数で誕生しました。
日本第1号のこのＩＡＣは、
当時、世界最多の会員数を擁していました。
仙台育英学園高校ＩＡＣは、誕生してすぐ、清掃奉
仕や小さな親切運動などの、
さまざまな活動を展開し、

2）次週8月16日の例会は、休会です。
3）会員の初盆参りに行かれる方は、8/14(火) 16:30
にトキハ長洲店2F駐車場にお集まり下さい。
4）今月の定例理事会は、8月23日の例会終了後に開
催致します。
5）前年度の決算報告書を配布致します。
６．欠席連絡
小野田義文会員、住本憲彦会員

1967－68年度、「インターアクト国際ロータリー賞」

（事前MU済）臼杵 確会員、和田久継会員

を受賞しました。また、ＩＡＣの設立後、海外留学が

７．本日の当番

活発に行われるようになり、
地区の青少年交換制度を、

山井辰夫会員、山上明宣会員

促進するという効果もありました。創立当初の例会は
月2回、会費は無料でした。
第1号のＩＡＣ誕生から40年。日本では、ＩＡＣは
2009年9月末日現在、554クラブ、約１万2,000人の会員
がいます。

● 委員会報告
◆前年度会計報告

新開洋一会員

前年度の会計報告を致します。皆様にお配りしてお
ります資料にもありますが、会員数が増えたこともあ

前年度の会員増強（人数と増加率）に対して

りまして、会費が増えました。ニコニコに関しまして

ＲＩより表彰状を

は、予定より増えております。

頂きました。

支出の部では、前年度、国際奉仕でモリアルタロー
タリークラブの来訪も重なりまして、支出のほうが増

末宗前年度会長
へ授与

えております。しかしながら、他の委員会のご協力も
頂いております。

● スマイルカード

西中孝生委員長

（お祝い）
藤久保茂己会員：今月62回目の誕生日でしたが、人生
初めての入院を致しました。

りがとうございました。さっそく仏前に供えさせて
頂きました。 ②今日は柳ヶ浦高校のインターアク
トの皆さんの発表を楽しみにしていましたが、職業
奉仕の為早退させて頂きます。

ニコニコ累計

藤本博和会員：59才になりました。もう少しがんばり

１１２，５００円

ます。

● 外部卓話

「 インターアクト年次大会に参加して 」
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ

看護学科３年 井元亜姫子さん
今回年次大会に参加して、大分
（ニコニコ）

の高校生だけでなく、熊本の高校

石部幸二会長：①先週土曜日の桜並木の草刈りお疲れ

生と交流することにより、様々な

さまでした。遅刻して申し訳ありませんでした。

ことを経験し、学ぶことができま

②本日は柳ヶ浦高校インターアクトクラブの皆様卓

した。

話よろしくお願いします。

今まで私たちはチャリティ募金等を主に行ってきま

末宗為十会員：①『ロータリーの友』8月号に、6月に

したが、他の高校生と自分たちの活動について話をす

東京で行われた「会員増強座談会」の記事が掲載さ

る中で、まだまだ他にも私たちにできることがたくさ

れました。宇佐ロータリークラブの皆様のおかげで

んあるのだと感じました。これからどう活動していけ

す。感謝申し上げます。 ②前年度ＲＩ会長より、

ばよいのか、たくさんのヒントをいただいた気がしま

会員増強の表彰状を頂きました。 ③職業奉仕のた

す。

め早退させていただきます。
米澤哲也会員：インターアクトの皆さん、卓話よろし
くお願いします。
藤林鋭司会員：先日河村会員親子に大変お世話になり
ました！
是永潤一会員：柳高インターアクトクラブの皆様発表

これから私たちは、
今までの活動を続けるとともに、
新しい活動にもたくさん取り組んでいきたいと思って
います。私たち高校生だけでは至らない所も多いと思
いますので、ロータリーの方々にもご協力をお願いし
たいと思います。このような機会を与えていただき、
ありがとうございました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

よろしくお願いします。
津々良洋一会員：①柳ヶ浦高校インターアクト生の皆
様ロータリーにようこそいらっしゃいました。

看護学科２年 後藤実咲さん
昨年年次大会に参加したので、

②末宗前会長ロータリーの友デビューおめでとうご

今年は２回目の参加でした。昨年

ざいます。

のような緊張はあまりなく、いろ

藤久保茂己会員：①入院中お見舞いを頂きありがとう
ございました。 ②先日は本校のインターアクトが
大変お世話になりました。
砂山正則会員：①本日は初盆のお供えを頂きましてあ

いろな人たちと交流をしてきまし
た。
１日目の午後の「アイスブレイキング」は最初何を
するのか全くわかりませんでしたが、APU の大学生の

方々の詳しい説明で、アイスは固まり、ブレイキング

感じます。
特に看護学科で学ぶ彼女たちにとって、
「命」

は壊すで、初めて会った人と仲良くなるために、緊張

に関するお話は大変興味深く、刺激を受けたように思

で固まった心を壊して、仲良くなろうという人間関係

います。今回の年次大会の報告をお聞きになればお分

を作っていくプログラムなんだそうです。一見、楽し

かりのように、看護を学ぶ上でも有意義なものになっ

くゲームをしているように見えるのですが、不思議な

たようです。

ことに自然と仲良くなり、その後の活動もスムーズに
行うことが出来ました。

やはり一番印象に残っているのは、円ブリオ大分代
表熊谷先生の講演です。ＤＶＤの映像や、実際に起こ

また夜の講演では、命の大切さについて、円ブリオ

った事例、特に先生が関わってこられた今の若者の姿

大分代表の熊谷先生がお話して下さいました。看護を

をあげ、命の大切さを生徒たちに訴えかけておられま

学ぶ私たちにとって、大変興味深く、現場ではどうな

した。ただ一つ残念なのは、聞く方に心の準備ができ

っているかを知る良い機会になりました。

てなかったことです。これは私たちの責任だと思いま

昨年に引き続き、よい経験ができたと思います。こ
のような機会を与えていただき、本当にありがとうご
ざいました。

すので、これから聞く側はどうあるべきか一緒に考え
ていこうと思っています。
最後に、物心両面でロータリーの皆様方にはいつも

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

看護学科２年 坂本美里亜さん（代読 尾垣先生）
私は年次大会に初めて参加しました。最初は他の学

お心遣いいただきましてありがとうございます。これ
からも柳ヶ浦高等学校インターアクトクラブをよろし
くお願いいたします。

校の人と交流を深めることができるかとても不安でし
たが、皆とてもフレンドリーで仲良くなることができ
ました。

● 出席報告

私が一番印象に残ったのは、「いのちの出会いを支

佐々木正博委員長

第2217回（8月9日）

えて」という講演です。講師の円ブリオ大分代表熊谷

会 員 総 数

先生は「今の若い人は子どもが出来ても、育てられな

33名

（内出席免除 ）

いからという理由で中絶したりしています。何故なん
でしょうね。」と私たちに訴え、考える機会を与えて

出

下さいました。私はどの命も重みは同じだし、自分の

（ 内 事 前 M U）

3名

命と同様、大切にしてほしいなあと思いました。

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．９４％

今回の年次大会に参加したことは、私にとってはか
なりの冒険でしたが、思い切って飛び込んでみてよか
ったです。また是非参加したいと思います。このよう

席

0名

数

31名

事前メークアップ
臼杵 確会員、松永忠昭会員、和田久継会員
（桜並木草刈り）

な機会を与えて下さった宇佐ロータリーの皆さま、本
当にありがとうございました。

欠席者
小野田義文会員、住本憲彦会員

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

顧問 尾垣信江先生
７月２８・２９日の日程で、
年次大会に参加してまいりまし
た。テーマに沿って様々な企画

※出席率の更正
◎8月2日の出席率は1名のメークアップ
により90.63％→９３．７５％に更正
事後メークアップ
住本憲彦会員（桜並木草刈り）

が用意され、２日間の活動の中
で生徒たちは他校のインターア
クトの生徒さんたちと交流し、成長していったように

閉会点鐘
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