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• 中込地区大会実行委員長より、過去３年の間に

行われた奉仕活動の中で新聞掲載によるロータ

リークラブ事業の広報にふさわしいと思われる

ものあれば委員会まで事業内容を送るよう依頼

が届いております。 

• 直前ガバナー事務所より２００５～０６年度に

第２６２０地区の会員増強において退会防止率

を達成されたと云うことで感謝状が届いており

ます。 

• 藤枝市国際友好協会事務局より、ＦＩＦＳ Ｎ

ＥＷＳ９月号が届いております。 

• ねんりんピック静岡２００６から、第１９回全

国健康福祉祭静岡大会の応援特集を準備してい

ると云うことで広告掲載の依頼が届いておりま

す。 

• 障害者生活支援センターおのころ島より、おの

ころ島設立１０周年記念『現代国際巨匠絵画展』

の招待状が届いております。（何部かきており

ますのでいける方はお帰りの節にお持ち帰り下

さい。 

 
９月に入り、急に朝夕めっきりすずしくなりま

した。先日までの熱帯夜がうそのようです。夜、

横になっていると、何処からともなく虫の声が聞

こえてきます。り、り、り、じー、じー、じー、

りー、りー、りー、と涼しげに鳴き心を落ち着か

せてくれます。ふと、目を閉じ聞き入ってしまい

ます。心が癒されます。 
本日は、姉妹クラブである白山ロータリークラ

ブの原会長がご夫婦でお見えになりました。 
よく、いらして下さいました。どうそ、ゆっく

りしていってください。 
本日の卓話は、藤枝順心高等学校のインターア

クトクラブの皆さんです。このインターアクトク

ラブも藤枝ロータリークラブがスポンサーとなり

設立して２７年になります。よく、２７年もの長

きにわたり続いてきたと感心しております。これ

も部員一人ひとりの努力のたまものと思います。

また、顧問の先生、学校の協力あってのことです。

藤枝順心高等学校のインターアクトクラブの活動

で一番心に残っている事は、数年前に、藤枝順心

高等学校がインターアクトの地区大会のスポンサ

ーとなった時の事でした。夕食後のお楽しみ会で、

部員の皆さんが率先して他の学校の生徒さん達を

楽しませてあげようとホスト役を一生懸命やって

いた姿でした。これからも、何事にも率先して行

っていってください。本日、ここにいらしている

部員の皆様、先日の花火大会の翌日の雨の中の清

掃奉仕本当にご苦労様でした。これからも、藤枝

ロータリークラブと連携し活動していきましょう。 

 

白山ＲＣ会長  

原 勉様がみえました 

 

 

■ 幹 事 報 告            後藤 功君
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■ 出 席 報 告           青島 彰君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

26／41 63.41％ 29／41 70.73％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇石垣君 〇岩田君 〇鈴木廣君 〇仲田廣君 
〇松葉隆君 〇宮川君 〇望月俊君 〇酒向君 
〇成瀬君 浅川君 板倉君 桜井富君 鈴木晶君 
鈴木舜君 望月志君 

■ ビ ジ タ ー                     
菊地 久喜君（島田）  飯田 敏之君（藤枝南） 

殿村 元二郎君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ       青島 彰君 

• お世話になります。     白山ＲＣ 原 勉君 

• ９月５日で満７４才になりました。健康に充分注

意して皆様に迷惑を掛けない様、長生を心掛けま

す。                        杉山 静一君 

• はやばやと「生誕記念」の祝をいただきまして、

ありがとうございます。         柳原 寿男君 

• 夫人誕生祝いありがとうございます。 

増田 國衛君 

• 夫人誕生祝ありがとう。      杉浦 良一君 

• 毎年のことで今年も家内の誕生日を失念してし

まいました。理由は八月の真夏日が引き続く中で

九月を迎えるので遂忘れることが多いです。クラ

ブからのお祝いありがとうございます。 

水野 義猛君 

スマイル累計額  ８８，０００円 

■ 委 員 会 報 告                       
“ロータリーの友”９月号の紹介 

広報・雑誌委員長   櫻井 龍太君 

９月は『新世代のための月間』であるために、

これらに関する記事が、多く掲載されて居ります

が、Ｐ１６～１８の青少年交換・インターアクト

クラブ・ローターアクトクラブ関係の記事を、是

非お読み下さい。 

Ｐ２０～２１には、ロータリーの年令構成と題

して、係数が示してあります。 

Ｐ２４～２５には、“米山だより”として米山

奨学事業の基礎知識の記事があります。 

■ インターアクトクラブ年間報告          
インターアクト委員長 望月晃君 

（

（代読 副委員長 

仲田 晃弘君） 

 

 

 

◎５／１７ 村松会長、後藤幹事、望月の３名で

順心高校へ 

・ 多賀須校長と面談 クラブ活動助成金の進呈 

・ クラブへ参加 自己紹介、インターアクトク

ラブの活動内容等 

◎５／２１ ２６２０地区次年度インターアクト

委員長会議へ出席 

・ 年次大会、海外研修、指導者講習会等の年間

スケジュールについて説明あり 

この会議の結果を順心高校インターアクトクラブ

顧問の佐野先生に報告し、年次大会と海外研修へ

の参加有無を確認 

・ 海外研修（７／２２～２６日 オーストラリ

ア・ケアンズ）希望者なしのため参加せず 

・ 年次大会（７／２５～２６日 日本航空高等

学校）夏休み前であり、３者面談の期間だっ

たため参加せず 

◎７月下旬 ８／８藤枝花火大会翌朝の清掃ボラ

ンティアに参加するよう依頼 

・ ７名の生徒が参加 

（所感） 

初めて清掃ボランティアへの参加をインターアク

トクラブに要請したが、快く参加していただきあ

りがとうございました。しかし、参加を要請した

望月本人は、雨のため中止だと勝手に判断し参加

しなかったことを心よりお詫びいたします。 

（タクシーも早朝予約してあったのに結局会社へ

直行してしまいました） 
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本日は、順心高校インターアクトクラブの顧問で

ある佐野先生と３年生の生徒さん達にお越いただ

き、この１年間の活動報告や今後の活動予定等に

ついて講話をしていただきます。 

ご静聴くださるようお願いいたします。 

 

インターアクト顧問 

   佐野 巌先生 

 

 

 

こんにちは。藤枝順心高校インターアクトクラ

ブ顧問の佐野と申します。顧問となって３年目に

なります。インターアクト、あるいはロータリー

クラブの活動等、だんだんわかってきたところで

す。年次大会、海外研修、指導者講習会など大き

な行事にも参加し、いろいろ勉強しているところ

です。残念ながら今年は、日程の都合で年次大会

には参加できませんでした。日々の活動につきま

しては、このあと生徒が報告を致しますが、本校

も他校のインターアクトクラブと同様、部員の減

少に悩んでおります。３年生４人、２年生５人、

１年生３人が現在の部員数ですが、ギリギリかな

という感じがしています。ボランティアとか福祉

の時代とかといわれますが、興味・関心はあって

も、部活動というと敬遠してしまう傾向があるよ

うです。 

さて、先ほども申し

上げましたが、活動

については生徒が報

告いたしますので、

私のほうからは、学

校の現況について話

をします。新聞・テレビ等でも大きく取り上げて

頂きましたが、今年の夏にサッカー部が全日本高

校選手権で優勝しました。この大会は、ここ数年、

磐田を会場に行われており、まさに地元というこ

とで毎年のように出場していましたが、昨年ベス

ト８、監督はちょっと早すぎたと言っていました

が、今年優勝ということになりました。私も２試

合ほど見に行きましたが、あの炎天下、大変よく

頑張ったと思います。 

また、柔道部の１年生がインターハイに出場し

ベスト８、手工芸部、コーラス部は例年通り、全

国で優秀な成績を残しています。 

話は変わりますが、現在私は３年生の担任をし

ておりまして、まさに入社試験の直前というとこ

ろです。今日からは放課後に面接の練習も始まり

ます。就職課長の話ですと、求人は大分良くなっ

て来たとの話ですが、しばらくは緊張の日が続き

ます。うちの学校の生徒がお世話になることもあ

ると思いますが、その節はよろしくお願いします。 

 

＜参加者＞ 

部長 片山夏帆さん 

副部長  杉本亜耶佳さん 

平山絵美さん 

山田英恵さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／櫻井） 


