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３日に東海地方が入梅明けしました。本当に暑

くなってまいりました。例年より１５日以上梅雨

明けが遅れ、湿気の多い日が続き毎日が憂鬱でし

たが、これからは暑い暑いと言う日が続くことと

なります。体に気をつけてください。 

今年はエルニーニョ現象が原因で豪雨や日照不

足の影響で農作物の不作が懸念されています。米

の産地である北海道、東北地方では１９９３年や

２００３年以来の不作になるとの見方もあります。

また、ジャガイモ、タマネギなども５～８割高と

価格が上昇するなど消費者にもじわじわと影響が

出始めています。しかし、天候に恵まれた長野県、

群馬県ではハクサイ、キャベツ、レタスなどが豊

作で価格は平年の１～２割安となり、すべての野

菜が高いということではないようです。今までの

農業は自然にまかせ作っておりましたが、現在は

工場で生産する事が当たり前になってきました。 

フランスでは２５階のビルで農作物を作る事を実

験的に行うという記事を見ました。これから物作

りも進化しより良い物、安全な物ができる様にな

ると思います。 

私事ですが、愛犬が急に息苦しくなり病院に行

った所、肺気腫との事。さっそく酸素吸入を行い

ました。鼻から管を通して行いました。２時間た

たないうちに良くなりびっくりしました。医学は

確かに進んでいますが、犬も人間も病気は同じ病

名になり、カメラ、レントゲンも２年前のものと

比較し見ていただき病気の進行がひと目でわかり

びっくり、料金を払う時も二度びっくりしました。

人間以上に料金が高いです。人間も犬も病気には

ならないよう普段から注意していきましょう。 

■ 理 事 会 報 告        増田 國衛君 
• 前年度会計報告、監査報告が承認されました。 

• ８・９月のプログラムが承認されました。 

• 明誠高校クラブ活動全国大会出場の協賛金が１

万円拠出する事に決まりました。 

• 納涼例会の実施が原案通り承認されました。 

• 江﨑会員出席免除願いの更新が承認されました。 

• 新会員（石割郁子）の入会推薦が承認されました。 

• 藤枝ロータリー旗争奪少年剣道大会への寄付が

３万円に決まりました。 

• 次回の理事会開催日時は９月２日（水）１１時３

０分からと決まりました。 

■ 幹 事 報 告          増田 國衛君 
• 藤枝剣道連盟より｢第 35 回藤枝ロータリー旗争奪

少年剣道大会の案内｣が届いております。 

• 2007～08 年度ガバナーより｢国際ロータリーと日本、

第 2620 地区の歴史およびロータリークイズ 2620｣

が届いております。 

• ガバナー事務所より｢ガバナー月信8月号、ガバナ

ー月信 8 月号訂正のお願い｣が届いております。 

（P8｢GSE 派遣メンバー推薦のお願い｣応募 

書類提出期限 7 月 31 日→8 月末日） 

• 藤枝子どもと本をつなぐ会より｢鈴木まもる氏講演

会の案内｣が届いております。 
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■ 出 席 報 告            後藤 功君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

32／41 78.05％ 30／40 75％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○小西君 ○飯塚君 板倉君 落合君 

鈴木舜君 仲田晃君 水野君 望月志君 

(２)メークアップ者 

鈴木 廣利君（静岡南） 鈴木 勝弘君（静岡南） 

平 和則君(焼津) 

■ スマイルＢＯＸ                  
• 会員誕生祝ありがとう（８月２日生） 

杉浦 良一君 

• 誕生祝有難うございます。益々頑張ってやってい

きますので、御指導宜しくお願い致します。 

酒向 謙次君 

• 誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。

８／２７で４５才になります。今後共、御先輩方

のご指導のほど宜しくお願いいたします。 

大塚 高弘君 

スマイル累計額  ３７４,０００円 

 

◎インターアクト年次大会報告        

 

新世代・インター 

アクト担当リーダー 

春原 良則君 

 

 

国際ロータリー第 2620 地区 2009～2010 年度 

インターアクト 第 36 回年次大会 

日   時:平成 21 年 8 月 1 日（土）～8 月 2 日（日） 

場   所:清水マリンターミナル多目的ホール、清

水マリンパークイベント広場 

参加校数:20 校 

参加者数:生徒(68 名)、顧問(21 名)、ロータリア

ン(21 名) 計 103 名 

※藤枝順心高校 2 年 4 名、顧問 1 名、ＲＣ1 名（春

原） 計 6 名 

ホスト校：静岡県立静岡高校 

スポンサーＲＣ：静岡ロータリークラブ 

テーマ 
2009 花咲け インターアクト！ 
～お祭りをとことん楽しもう～ 

 

開会式 8 月 1 日（土） 

〔清水マリンターミナル多目的ホール〕 

司会:静岡高校ＩＡＣ 高柳 華子・山田有里砂 

〔次第〕 

1.点鐘 

2.開会の言葉 

3.国歌・インターアクトの歌斉唱 

4.来賓および参加ＲＣの紹介 

5.参加ＩＡＣの紹介 

6.ホスト校 校長挨拶〔浅羽 静岡高校 校長〕 

7.スポンサーＲＣ会長挨拶〔志田 静岡ＲＣ会長〕 

8.ホスト校ＩＡＣ歓迎の言葉〔木村 静岡高校ＩＡ

Ｃ会長〕 

9.挨拶〔第 2620 地区 飯田 ガバナー〕 

          〔第 2620 地区新世代委員会委員長〕 

10.閉式の言葉 

11.点鐘 

◎14:35～15:25   基調講演「ベトナムストリート

チルドレン～「子どもの家」を訪ねて」～ 

◎18：00～21：00  第 61 回 「清水港かっぽれ総

おどり」参加 

開会式 8 月 2 日（日） 

〔清水マリンパークイベント広場〕 

司会:静岡高校ＩＡＣ 高柳 華子・山田有里砂 

1.点鐘 

2.開会の言葉 

3.総評〔第 2620 地区 内田 インターアクト小委員

会委員長〕 

4.各校自己紹介 

5.閉式の言葉 

6.点鐘 

 遊覧船にてクルージング 
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1.21 世紀を担う若い力 

 これからの 21 世紀を担う若い原動力は若い皆さ

んの力であります。いま、皆さん方は学校 

 で勉学にいそしみ、21 世紀を担うための準備をさ

れているわけです。 

2.インターアクトがつくられた理由 

  皆さんが学校を卒業し、やがては立派な市民と

して、また職場や地域社会にあたっては、より良

いリーダーとなることを期待して、ロータリーク

ラブの事業としてインターアクトクラブが創られ

たのであります。そしてロータリークラブは、社

会をより良くするために「青少年への奉仕」とい

う大きな目標のもとに次代を託するに足りる皆さ

んの成長を真剣に考えイン  ターアクトに取り組

んでおります。 

3.インターアクトの組織は 

  インターアクトはロータリークラブ提唱のもと

に結成された中2～高3までの男女社会人或いは高

等学校の生徒で構成さる団体です。 

4.インターアクトクラブは国際的なつながりをも

つ団体です。 

  インターアクトは国際ロータリーの承認によっ

て結成が認められます。最初は 1962 年アメリカ・

フロリダ州のメルボルンにつくられ、それが世界

各国に急速に拡大してクラブ数 7,573 クラブ、会

員174，200人、加盟国数 106か国となっています。 

日本では、クラブ数 544 クラブ、会員数 14,568 人

となっています。 

第 2620 地区ではクラブ数 20 クラブ、会員数 296

人 

5.インターアクトという名称は 

  英語の“International”と”Action”とを組み

合わせたもので国際的な面を協調しております。 

 

6.インターアクトの仲間たちは、こんな目的に向

って活動しています 

  ①何事にも建設的な指導力を養成し自己の完成

を図る。 

  ②高校生として誇りを持ち責任ある行動をする。 

  ③多くの友人を求め、個人の価値を認めあい、

他人権利を尊重し互いの友情を深める。 

  ④他人への思いやりと、他人に力をかす心構え

を養い、これを実行する。 

  ⑤地域社会を知り、住みよい社会をつくるため

奉仕する。 

  ⑥自分たちの学ぶ学校をきれいにし、環境を整

備する。 

  ⑦国際理解と全人類に対する善意を深め世界の

平和に寄与する。 

7.インターアクトクラブは全員で運営されます 

 会員はすべて各委員会に所属して指導します。 

  ●社会奉仕 

自分たちの学校やあなたの住んでいる地域社

会のためにどんなことをしたら学び良い学校  

に住みよい社会になるかを検討し、クラブ提言

してその実践をする。 

  ●国際理解 

 人種や民族の違いを超え、国境やイデオロギ

ーを越えて国際間の親善と理解の増進を図る

ための方法や在り方を検討して、会員意識の向

上とその活動をすすめます。 

  ●クラブ奉仕 

会員の中より会長・副会長・幹事・会計等の役

員を選出し、これらの役員により会の運営がな

されます。 

8.インターアクトクラブはこのような活動をして

います 

  ●社会奉仕活動 

恵まれない子供たちの施設、老人ホーム等の慰

問、地域の公園や駅の清掃、学校内外の清掃奉

仕、ベルマークを集めて学校施設の充実、学校

祭やバザーで不用品即売会等による益金を公

共のために役立てる。 

 ●国際理解 

海外インターアクトとの交流、ロータリークラ

インターアクトとは 
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ブの交換学生との交流、古切手を収集してキリ

スト教海外外医療協力事業団を通じてネパー

ルの結核救済事業 

 ●クラブ奉仕活動 

毎週1回の例会で、企画した活動計画を実践し、

ロータリアンの卓話を聞いたり、地区主催の研

修旅行に参加し、また地区年次大会・地区協議

会等に出席し、他のクラブとの交流を通して互

いに理解を深め、切磋琢磨して学びあい友情を

深め合う、ときには、ロータリークラブの懇親

会、例会等に招かれて、世代間の枠を越え、楽

しいひとときを過ごします。 

    9.インターアクトクラブは素晴らしい仲間を求

めています 

  人生で一番華やかで、活力みなぎる青春の時代

に良き友とめぐりあい、共に人生を模索し、苦悩

し、互いに奉仕活動を通じて切磋琢磨し、連携の

輪を拡げ、そしてそれぞれの人間形成に役立てて

いこうと、フレッシュな皆さんたちのインターア

クトクラブへの入会を心からお待ちしています。 

 

インターアクト第３６回年次大会  

会場１日目〔8/1〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６１回「清水港かっぽれ総おどり」参加模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目〔8/2〕 遊覧船にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／森下） 


