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＜点 鐘＞ 会長 大保木正博 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

＜本日のゲスト＞  

国際ロータリー第 2630地区 

青少年奉仕部門青少年交換小委員会委員長 

向井 龍三 様 

益田清風高等学校教諭  今井 えり子 様 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 大保木正博 
 

本日は青少年奉仕委員会の担当例会です。地区の青少年奉

仕部門青少年交換小委員会委員長であられます下呂クラ

ブの向井龍三様及び、益田清風高校教諭であられます今井

えり子様より、インターアクトクラブ(ＩＡＣ)に関するご

講話を賜ります。 

私たちのクラブでも、設立 5年目くらいからＩＡＣの設立

を目指した時期があります。しかしながら実施にあたって

の先方からの要求が過多でその際は断念した経緯があり

ます。その経験からメンバーの中にＩＡＣは大変だ、でき

ないという固定観念ができ、その想いが継続してきたよう

に思います。 

他方で私たちのクラブは特に青少年育成に力を入れて今

に至っています。 

国際青少年交換については、今までに 1 名を受け入れ、1

名を派遣しています。 

また、平成 16年にはいじめをなくす「生命の授業」（小森

みどりさん）を市内の 3小中学校で実施しています。翌平

成 17 年 5 月には生命の大切さを訴えた「生命のメッセー

ジ展 in高山」を開催しています。 

近年では、進路選択のための中学校出前講座を５年継続し

て続けております。昨年は高山工業高校の生徒さんと地元

伝統工芸家の皆さんの指導による小学生親子を対象とし

た親子ふれあい教室を企画実施しています。 

今年度は創立 25 周年事業の一環として「カタリ場」を行

うなど、青少年対象の事業を精力的に行ない、実績を積ん

できております。 

そうした中でも、ＩＡＣにつきましては、やはり過去の不

成立となった経験が障害となっているのか、検討の俎上に

載ることなく今に至っています。 

そうした中、今年度当クラブの青少年奉仕委員会では活動

計画のひとつに、「インターアクトクラブの共同スポンサ

ーになる。インターアクトクラブのメンターとなる」を揚

げています。 

本年度 RI 会長賞受賞必須項目の中には、ＩＡＣの単独若

しくは共同スポンサーとなるという項目があります。私た

ちのクラブは、過去 10回に渡り RI会長賞を頂戴し続けて

います。本年度 2630 地区岡田ガバナーは本年度の活動目

標に「RI会長賞に挑戦しよう」をあげてみえますが、これ

にも呼応するように本年度も RI 会長賞に挑戦しようと思

います。 

もちろん賞に固執しているのではなく、私達はその目標に

向かうことによって、それを張りとして全員で活動するこ

とでクラブを活性化してきた実績があります。このことは

クラブの活性化にとって大変重要で効果的なことと捉え

ています。 

共同スポンサーをお願いする先を考えておりましたとこ

ろ、我々のコホストクラブであられます下呂ロータリーク

ラブ様が、少ない会員数ながら長くＩＡＣの活動を精力的

に進めてみえることを知り、理事役員会にも諮りお願いす

るに至りました。また先に向井委員長様よりご紹介いただ

いた飛騨地区の IAC合同研修会には出席しています。 

先週月曜日の下呂クラブ様の例会には、私と坂之上幹事が

訪問させていただき、共同スポンサーのお願いについての

趣旨説明を行いました。 

下呂クラブ様の最終結論は本日開催される下呂クラブ様

の理事会の決定を待つこととなりますが、良いご返事が頂

けることを期待しています。 

また向井委員長様からは、中学生を対象としたＩＡＣを設

けることが可能となり、地区としても推進していきたいと

いう意向があるとお聞きしました。 

我クラブとしても今年度共同スポンサーという経験を積

む中で、今後につなげていくことができればと考えていま

す。 

 

 

 

  

◆会長  大保木 正博   ◆幹事  坂之上 健一   ◆会報委員長 谷口 欣也  ◆会報担当 高橋 厚生 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1067 回 
54 名 52 名 46 名 － 88.46% 

前々回 

1065 回 
54 名 52 名 45 名 2 名 90.38% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2015～2016 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」 

＜出席報告＞ 
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＜幹事報告＞ 幹事 坂之上 健一 
 

○ＲＩ本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

○国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所より 

 ・2014－15年度地区記録誌 

○国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・ポリオ撲滅 2016年新春チャリティコンサートご協力

のお願い 

 ・2016-2017年度地区補助金申請のご案内 

 ・2015-2016年度会員増強研修セミナー日程変更につい

て 

  2016年 3月 12日（土）→2月 20日(土) 

 ・ロータリーレートのお知らせ 

  11月は１＄＝120円 

 ・財団室ニュース 11月号 

 ・ソウル国際大会登録につて 

 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

 ・第 32回家族スナップ写真展＆第 24回家族の日図画展

について 

 

 

 

＜本日のプログラム＞  

青少年奉仕委員会     中田 学 委員長 
 

今月は、世界インターアクト週間です。インターアクトの

内容をより理解していただくために、青少年奉仕部門青少

年交換小委員会委員長 向井龍三氏と益田清風高校教諭 

インターアクトクラブ顧問 今井えり子様をお迎えしま

した。 

向井様には、下呂ロータリ

ークラブにてのインター

アクト活動について、今井

様には益田清風高校での

活動についてお話しいた

だきます。よろしくお願い

いたします。 

 

 

青少年奉仕部門青少年交換小委員会委員長 
向井 龍三 様 

 

インターアクトクラブは、ボランティアと国際交流(国際

理解)を目的として始まりました。高山クラブでは、日本

で 5番目に斐太高校と活動を始められました。 

現在、インターアクトクラブは、中学生を対象とした動き

が始まっています。是非、高山中央クラブにて、始められ

てはいかがでしょうか。 

 
 

益田清風高等学校教諭   今井 えり子 様 
 

益田清風高校 インターアクトクラブのご紹介 

「心は地球の裏側へ」をキャッチフレーズに「ボランティ

ア活動」と「国際理解活動」の 2本を柱に活動しておりま

す。 

★ボランティア活動としては、 

 ◎アジア・アフリカ及び東日本への救援衣料回収活動

(年 2回) 

  ロータリー、PTA、学校(先生、生徒)が、協働して活

動しております。 

  本年 2 回目を 11 月 7 日(土)に予定しております。ぜ

ひご協力ください。 

 ◎下呂駅への手作り座布団作成・寄贈 

  年に 1回座布団の衣替えを続けています。下呂駅長よ

り以下賛辞をいただきました。 

  下呂の 3つのあたたかさ。 

  ●温泉のあたたかさ ●人のあたたかさ  

●下呂駅の座布団のあたたかさ 

 ◎文化祭でのチャリティーバザー 

  手作りクッキーの販売。 

 ◎その他 学内清掃、花の水やり、イベントの手伝い 

など 

★国際理解活動としては、 

 ◎英語ディベート大会 

  本年も全国大会に出場します(県大会第二位)  

 ◎留学体験 留学生の受け入れ、留学体験(1年間) 

★「活動を通じて顧問として感じる事」 

 ◎どちらかと言えば、おとなしい生徒の入部が多い。し

かし、活動を通じて、自己肯定的となり、人と話す事、

人前で話すことのできる積極性が身についている。 

 ◎1 年間親元を離れての海外生活は、帰国後、目に見え

て成長している。 

◎高校生の海外体験については、賛否両論あるが、いろ

いろな人(両親、友人、ロータリークラブなど)の支援

があって自分が存在していることに感謝できる子供

に成長する。と感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年地区大会について 
実行委員長 島 良明 

 

次年度の事ですが、本日、地区大会職務分掌をお配りして

おります。 

組織図並びに職務をご確認いただき、11月 21、22 日に行

われる鈴鹿大会にて、自身の担当部門が、鈴鹿の地でどの

ように活動しているかを重点的に見てきてください。 
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現在、特に以下の部分にて検討の必要性を感じています。 

◍文化会館(会場)からひだホテル(昼食会場)への移動方法 

◍式典の演出総勢 1000 名を超える来場者が予想されます。

円滑な運営の為にも鈴鹿大会での皆様に期待しておりま

す。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

貴クラブ 2 回目訪問させて頂きお話しをさせて頂きます
がよろしくお願いします。本日は、益田清風高校インター
アクトクラブの今井えり子先生のお話しをお聞きくださ
い。 青少年奉仕部門青少年交換小委員会委員長  

向井 龍三 様 
 

青少年奉仕部門青少年交換小委員会委員長 向井龍三様、
益田清風高等学校教諭 今井えり子様のご来訪を歓迎致
します。本日は卓話をよろしくお願いします。 
 理事役員一同 
 

地区青少年交換委員長の向井龍三様、講師の益田清風高等
の今井えり子様のご来訪を歓迎致します。御講演をよろし
くお願いします。 剱田 廣喜 伊藤 正隆 
 

本日は青少年奉仕委員会担当例会です。ご多忙の中、地区
青少年交換小委員会 向井委員長、益田清風高校 今井先
生に御講話を頂きます。よろしくお願いします。 
 中田 学 
 

 
 
 
向井龍三様、今井えり子様のご来訪を歓迎致します。どう
かよろしくお願いします。只今多忙期にある上、同業者の
予期せぬ廃業により、朝まだきより、ひねもす、よもすが
らと文字通りフルタイムの労働が続いております。労働が
重なるのはまだしも、貴重な遊び時間を奪われるのは非常
につらいです。 中田 專太郎 
 

昨日、高山市自治功労賞を頂きました。表彰を頂きました
のは、皆様のご支援があってのことと感謝してニコニコへ。 
 村瀬 祐治 
 

今月 15 日に娘の結婚式等があり、クラブの各行事に充分
な協力が出来ません。誠に申し訳ありません。 
 黒地 重雄 
 

昨日、子供と「鬼ごっこ」をして、脹脛の肉離れをしてし
まいました。しばらくゴルフはお預けです。「カタリバ」
の時、命の写真展でお世話になった松永知恵美様が本日
18：30から NHK「ほっとイブニングぎふ」で紹介されます。 
 下田 徳彦 
 


