
■ 会 長 挨 拶          渡辺 篤司君 
本日は 9 月の第 1 例会で、その前に理事会を行

いました。議題は 9 月・10 月のプログラムについ

て、地区大会について、新世代活動フォーラムに

ついての 3件でした。また、2002～03 年度会計監

査報告及び承認を行いました。 

今月は新世代のための月間です。松嵜委員長初

め委員の皆様よろしくお願い致します。 
本日の卓話は藤枝順心高等学校インターアクト

部の皆さんが参加した研修の報告を、部長の大鐘

さやかさん他 3 名の部員の方がきめ細かく発表し

てくれました。顧問の五十嵐達雄先生の熱心なご

指導により､インターアクト部員も 31 名となり、

当クラブとしてもありがたく思っております。 

今月からいよいよＮＥＷ!!わかふじ国体が始ま

ります。各競技物近くの清掃奉仕作業が、各団体

ボランティアの皆様、順心高等学校のインターア

クト部、そして当ロータリークラブで行われます。 

■ 幹 事 報 告        小宮 弘一郎君 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

藤枝ロータリー旗少年剣道大会の案内が藤枝剣

道連盟より届いています。 
決算報告書 2002 年～2003 年回覧しました。 
藤枝柔道倶楽部よりお礼状が届いています。 
国際ソロプチミスト藤枝より新年度スタートの

案内が届いています。 
藤枝市国際友好協会から案内が届いています。 
静岡西・静岡・静岡北ロータリークラブより会

報が届いています。 
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【ジョナサンＢ.マジィアベ】

◆Lend a Hand◆
◆手を貸そう◆

＜ソング＞ 奉仕の理想

＜ソングリーダー＞ 後藤 功君

森町 香勝寺の桔梗

[写真提供 : 櫻井龍太君]

■ 出 席 報 告        平田 宗太郎君 

本日のホームクラブ 
出 席 者 前回の補正出席者 

34／43 79.07％ 34／43 79.07％ 

(１)欠席者(事前連絡とメーキャップをどうぞ) 
○栗原君 ○桜井富君 ○仲田廣君 浅川君 
板倉君 鈴木舜君 仲田晃君 村松英君  
望月志君 
(２)メーキャップ者 
水野 義猛君（藤枝南）  松葉 義之君（藤枝南） 
宮崎 啓之進君（藤枝南） 栗原 毅君（藤枝南） 
橋本 延一君（焼津南）  松葉 隆夫君（藤枝南）  

■ ビ ジ タ ー             

殿村 元二郎君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ       宮川 邦光君    

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

誕生祝をありがとうございます。 柳原 寿男君 
お誕生お祝い有り難うございます。酒向 謙次君        
満 71 才老人になり何事も老人域に。 

杉山 静一君 
9 月 2 日、妻の誕生日早速にきれいな花を届け

て下さいました。ありがとうございます。妻は

満 65 才となり元気です。    水野 義猛君 
夫人誕生祝お花ありがとうございました。 

                   竹田 勲君 
夫人誕生            杉浦 良一君 
結婚記念の月を迎えました。これからも仲睦ま

じく過せればと願っています。  松嵜 周一君 
8／27 開催のソングリーダー講習会の講師とし
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てお見えいただいた渋谷君から食事代をスマイ

ルへとお預かりしました。  会場運営委員会 

   スマイル累計額  ２７５，５００円 

■ 委 員 会 報 告                

【インターアクト活動報告】 

     インターアクト委員長 青島 克郎君 

本日は藤枝順心高校イ

ンターアクト部顧問の五

十嵐達雄先生と部長の大

鐘さやかさん、副部長の

影山絵里さん、２年生の

青島琴美さん、１年生の

渡辺綾乃さんをお迎えして、６月２１日浜北で開

催された指導者講習会および８月２日～３日に三

島で開催された年次大会の報告、そして順心高校

インターアクト部の活動状況の報告をお願いした

いと思います。 
五十嵐先生のご熱心なご指導により総勢３１名

の部員により精力的に活動されております。 
今年度は日頃のインターアクト部の活動の他に９

月と１０月の２度にわたるロータリークラブのわ

かふじ国体清掃奉仕活動にも参加していただく事

になっております。また、未定ではありますが１

２月の社会奉仕活動での施設訪問にも参加してい

ただけるよう計画するつもりです。 
来年度は順心高校がホストでの指導者講習会も

予定されており来年の新入生にも積極的に入部を

働きかけ部員の確保にご努力願いたいと思います。  

【国体直前｢清掃活動の実施｣】 

        社会奉仕委員長 池ノ谷 敏正君 

1. 日 時：平成 15 年 9 月 7 日(日)雨天決行 

       ＡＭ８:００(集合及び開始) 

2. 集合場所：藤枝市国体事務部事務所 

3. 駐 車 場：駅南近隣公園予定地 

■インターアクト年間報告               

＜藤枝順心高等学校＞ 

インターアクト顧問 五十嵐達雄先生 

 本日は、渡辺会長様から例会にお招きいただき

まして有り難うございます。感謝をこめて、生徒

と共に出席させていただきました。 

 ロータリアンの方々

にはインターアクト部

の活動費を拠出してい

ただきまして有り難う

ございます。お陰様で、

生徒たちは｢国際理解｣

と｢奉仕の心｣を育てることを目標に活動しており

ます。 

部員は 31 名です。主な活動の内容は、海外研修・

年次大会・指導者講習会への参加等です。 

 １週間の活動内容は、火曜日は手話講座、水曜

日は例会、金曜日は点字カレンダーの製作。その

他に附属幼稚園へのお手伝いがあります。土、日

や夏休みにはサマーショートボランティア、ＪＲ

Ｃトレセン、カリタス・メンテ夏祭り、身体障害

者スポーツ大会、17 時間共生共走マラソン大会な

どに参加しています。秋から年末には文化祭、献

血、共同募金活動などがあります。たくさんの活

動の場が用意されております。 

 課題としては、国際的な視野を広めること、本

校教育の実践の場として、その場にふさわしい行

動がとれるようになるということがあります。 

 来年は指導者講習会の当番校になっております。

年次大会の時と同様にご支援いただきますようお

願い申し上げます。 

 以上、日頃の活動についてご報告申し上げます。

今後ともインターアクト部の活動に、ご指導ご助

言などよろしくお願いいたします。本日は有り難

うございました。 

○点字の初級講座及び附属幼稚園の延長保育につ

いて          1 年 渡邊 綾乃さん 

私は、高校に入って初め

て点字をやりました。初め

の頃は、五十音がまったく

覚えられず、打つスピード

も他の人よりとても遅か

ったです。そして、１番困

ったことは、国語の文法でした。今でも拗音の場

所だけわからず、文法もあやふやな所があります。
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ですが、やりはじめた時よりは、少しずつ克服を

して、今では五十音のほとんどを暗記することが

でき、そしてスピードも他の人よりだんだん速く

打つことが出来るようになりました。その他にも、

私は部活動だけではなく、個人的に中級課程を取

得するため絵本作りをやりに、講師の先生のお宅

にも行っています。 

 その他に附属幼稚園の延長保育にも行っていま

す。そこでは、園児と遊ぶことを主にやっていま

す。はじめの頃は、どのようなことをしたらいい

か分からず、ただただ座っているだけの方が多か

ったように思います。だんだんやることが分かっ

てくると自分から園児に声をかけてみたり、先生

方にも何をしたらいいか進んで聞けるようにもな

ってきました。少しずつだけど園児一人一人の名

前も覚えることが出来てきたので、これからもど

んどん自分から積極的に園児に話しかけて一人で

も多くの子の名前を覚えて行きたいです。 

 今は、特にこの２つの活動をしていますが、こ

れからももっとたくさんのことに挑戦していきた

いと思っています。 

○指導者講習会の感想   ２年  青島 琴美さん 

 私は、指導者講習会に参

加させて頂いて、１番印象

に残っている話は、分科会

で行われたブリット・アデ

ルソンさんというブラジル

国籍の方の講演でした。 

 その講演は、ブラジルの文化などについてでし

た。この講演で私が気になったのは、ブラジルに

は人種差別があるという事です。ブラジルは、多

民族でたくさんの文化や言葉が混じっています。 

その影響で人種差別が起こってしまうのかと思い

ました。そのたくさんの文化などもっと良いほう

へ向けられたらとてもすばらしい事なのに、とて

も残念な事だと思いました。また、逆にいいなと

思ったことは、ブラジルのお祭りが長い期間行わ

れるという事です。私もお祭りは好きですが一週

間も行われるお祭りは日本ではないと思います。

すごいパワーのある国だと思いました。 

 今回の指導者講習会に参加させて頂いて、他の

国の文化を知る事ができ、とても勉強になる事ば

かりでした。ありがとうございました。 

 来年は、私たちが指導者講習会のホスト校なの

で参考にして、成功させたいです。 

○年次大会の感想    ２年 影山 絵里さん 

 今回の年次大会は、自分

にとってすごく楽しい大

会となりました。全体会で

は、青年海外協力隊につい

ての話があり、分科会では

４人の講師の先生から講

和を聞きました。話の内容は海外で仕事をしてい

る講師の先生たちが、その国の事やあいさつの言

葉を話してくれて、とてもいい勉強になりました。

どの講師の先生もわかりやすく説明してくれたの

でよかったです。 

あと、今年の年次大会のイベントでは、他校の

人達とくじ引きでチームを作り、メディシングボ

ールやビンゴゲームをしました。私もチームの人

達と一緒に協力しました。初めは緊張したけど、

話したらすぐに仲良くなる事ができて、イベント

のゲームも盛り上げる事ができました。２日間と

いう短い間だったけど、いろいろ学ぶ事ができて、

今年も参加してよかったなと思いました。 

○全体を通して    ３年 大鐘 さやかさん 

今日は、私達インターア

クト部を招待していただ

きありがとうございます。 

私は、部長になってこうし

たいと１番に思った事は、

「部員全員が部活でやっ

ている事に１つでもいいから参加してほしい。」と

思いました。 

毎週水曜日に行っている例会では、少しずつで

すが出席してくれるようになりました。幼稚園の

お手伝いでは全員が参加し、夏休みの間にも、お

手伝いをやらせていただきました。指導者講習会

では、予定人数である 10 名を越す程の参加者があ

1542-3



りました。年次大会では、積極的に２年生が行っ

て１年生を引っ張ってくれました。 

6 月に行った藤枝ロータリークラブの方々と御

一緒した例会では、とても楽しいお話をしてくだ

さって、おもしろいと思ったと同時にすごく勉強

になったと思いました。ありがとうございました。 

これから、私達学校では、白梅祭という文化部

が主になってやる行事があります。それに向けて、

私達は行けなかった海外研修のオーストラリアに

ついて、インターネットを使って調べ、展示した

いと思います。もちろん、部員全員で調べるのか

らポスター作りや飾り付けまでしていきたいと思

います。部員の人数が多人数であるだけのものに

したいです。 

 

 

 

 

 

 

◎ 例会出席について              

最近無断欠席が多くなっております。例えば 7

月は 26 名の欠席者中 12 名の方が何の連絡もなし

の欠席です。 

8 月は 1 ヶ月で 27 名が欠席いたしました。連絡

のない無断欠席者は 12 名でした。食事の無駄は月

20,000 円にも上がります。ぜひ万事都合をつけて

例会に出席をお願いすると同時に欠席の方はクラ

ブ経費節約の為にも連絡をお願い致します。 

出席委員長 平田 宗太郎 

 

 

（担当／鈴木廣） 
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