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■ 会 長 報 告                松葉 隆夫君
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２６日丸子の待月楼で納涼例会が行われ３８名

の出席をいただき懐石料理をいただきました。大

変盛り上がり楽しい一時を過ごす事ができました。

親睦委員の皆様ありがとうございました。 

本日理事会が行われガバナー補佐から早い時期

に事務局長、副事務局長、ＩＭ委員長、副委員長

を決定してほしいとの依頼があり上程いたしまし

た。ガバナー補佐の動きやすい人選をと言う事で

選ばせていただきましたところ、理事会で承認さ

れました。事務局長後藤君、副事務局長大塚君、

ＩＭ実行委員長村松君、副委員長松葉です。よろ

しくお願い致します。 

日曜日、衆議員の選挙が行われ、民主党が大勝

しました。自由民主党と政策、考え方が違うと思

われます。変化がみられると思います。良い方に

変化する事を期待したいと思います。 

■ 理 事 会 報 告           増田 國衛君 
• ９月・１０月のプログラムが承認されました。 
• 第４０代クラブ会長指名委員会（柳原委員長以下

１０名の委員、代表相談役）が発足し、第４０代

クラブ会長の指名が委任されました。 
• ９月１２日に行われる少年サッカーリーグ戦表

彰式の出席者が松葉会長、増田幹事、大塚奉仕プ

ロジェクト委員長、春原新世代・ＩＡ担当リーダ

ーの４名と出席可能な会員に決まりました。 
• 藤枝市民ゴルフ大会協賛については１万円寄付

する事に決まりました。 
• 順心高校インターアクトクラブ平成２０年度会

計報告が承認されました。 
• 台湾台風災害、兵庫県西・北部豪雨災害の義援金

は１口千円で募金する事に決まりました。 
• １０月度理事会は１０月７日（水）１１：３０開

催と決まりました。 
• 次年度ガバナー補佐に青島克郎君が選任された

事に伴い、以下の人事が決定致しました。 
   ガバナー補佐事務局長  後藤 功君 
   ガバナー補佐副事務局長 大塚 博巳君 
   ＩＭ実行委員長     村松 英昭君 
   ＩＭ実行副委員長    松葉 隆夫君 

■ 幹 事 報 告              増田 國衛君 
• ROTARYWORLD が届いております。 

• 藤枝市より「秋の募金運動協力の依頼」が届いて

おります。  9/1（火）～10/31（土） 

• 藤枝市社会福祉協議会より「評議員委嘱状及び第

２回評議会資料」が届いております。 

• 第２４回国民文化祭藤枝市実行委員会より「藤枝

市開催事業 PR ポスター」が届いております。 

• ガバナー事務所より「台湾台風災害、兵庫県西・

北部豪雨災害義援金協力のお願い」が届いており

ます。 

■ 出 席 報 告                  
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

32／41 78.05％ 27／40 67.50％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○杉山君 ○栗原君 ○後藤君 ○飯塚君 板倉君 

鈴木舜君 仲田晃君 水野君 望月志君 
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(２)メークアップ者 

鈴木 勝弘君（藤枝南）  栗原 毅君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                
大澤 勲夫君（島田）     池谷 和正君（藤枝南） 

■ スマイルＢＯＸ        望月 晃君   

• 誕生日祝をありがとうございます。 
                 柳原 寿男君 
• 夫人誕生 元気で長生して下さい。 

杉浦 良一君 
• 夫人誕生日お祝いありがとうございます。 

仲田 廣志君 
• 毎年欠かさず妻の誕生日にお祝いをしてくれる

のはロータリーだけです。本当にありがとうござ

います。              増田 國衛君 
• ８月２６日の納涼例会で１８００回連続出席を

達成しました。健康と家族等の理解に感謝して居

ます。                          櫻井 龍太君 
• ガバナー補佐・事務局長・副事務局長・ＩＭ委員

長・ＩＭ副委員長、無事決まりました。皆様の協

力に感謝します。                松葉 隆夫君 
• 緊急地震速報で地震対策を！『いざ、地震』少し

でも早く知る事で社員・お客様の安心を確保でき

ます。今、話題の緊急地震速報機をキャンペーン

（特別価格）しております。ご用命は大塚まで！  
大塚 博巳君 

スマイル累計額 ４２４，０００円 

■ 委 員 会 報 告              

｢新型インフルエン

ザ｣は正しい情報で 

 

柳原 寿男君 

 

 

今年４月から流行した｢新型インフルエンザ｣に

ついて厚労省は、病原性の高いトリインフルエン

ザ（Ｈ５ＮＩ）を想定した対策をとった為に、国

民の間に著しい誤解と混乱を招いている。 

１．新型インフルエンザの症状 

毎年流行しているインフルエンザ（季節型イン

フルエンザ）と似ている。突然の発熱と咳を主

体に、悪寒、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感等々。

また、嘔吐、下痢を伴うこともある。 

２．新型インフルエンザの問題点 

① 誰もが初めてのウイルス（免疫、抗体が無い）

ということで、罹患率（感染、発病）は高い

と考えられる。 

② 基礎疾患（もともと病気にかかっている）が

あると重症化し、死亡率も高い。例えば心疾

患、腎臓病（血液透析中）呼吸器疾患（喘息、

肺気腫）重症糖尿病（血糖がコントロールさ

れていない人）妊娠中の女性、乳幼児（脳症

を発症する恐れがある）等々。 

３．治療 

従来の抗ウイルス薬（タミフル、リレンザ）が

有効であり、早期に対応すれば問題はない。 

４．予防の留意点 

① 飛沫感染なのでマスクの着用 

② 手洗いを充分にすること。 

※情報化の時代、情報社会といわれ久しくなる

が、必ずしも正しい情報がもたらされている訳

ではない。医療や健康に関する情報も例外では

ないことを改めて考えさせられました。 

◎インターアクト年間報告            

新世代 

インターアクト 

担当リーダー 

春原 良則君 

 

 

 

順心高校 

インターアクトクラ

ブ顧問 

佐野 巌先生 
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こんにちは。藤枝順心高校インターアクトクラ

ブ顧問の佐野です。この時期にロータリークラブ

の例会におじゃましてお話をさせていただくよう

になってから６年目になります。今年度のクラブ

の活動状況、年次大会の報告については、後ほど

生徒がいたします。私のほうからは、最近の学校

の様子、インターアクトクラブの問題点などをお

話させて頂きます。 

 学校の方は、１６日から就職試験をひかえ、緊

張感につつまれています。ご承知のとおり、昨年

来の経済不況が高校生の求人にも直撃し、本校で

も求人が激減しています。そんな中で、７月以降、

面接練習、学習指導等、最善を尽くすべく生徒を

指導している最中です。どんな結果が出るかわか

りませんが、厳しいことに変わりはありません。 

 その他、部活動では、例年のごとくサッカー部

と柔道部が全国大会に出場、手工芸部の作品が文

部科学大臣賞を受賞するなど活躍をしています。 

さて、この話も、ここで毎年のようにさせて頂い

ていますが、部員不足というか、ボランティア活

動への興味関心の低下を感じています。活動内容

の校内、外部への発信とともに、今後は活動内容

の幅を広げると共に、海外にも目を向け、年次大

会の後援にもあった、ＮＰＯ活動へのかかわりを

考えていきたいと思っています。 

 

順心高校 

インターアクトクラブ 

青島 萌さん 

８月１、２日、私達

は国際ロータリーの年

次大会に参加しました。 

年次大会へは初参加ということもあり少しばかり

緊張しましたが、とても楽しみでした。 

初日は清水マリンターミナルにて開会式が開催さ

れ、開会式には飯田ガバナーをはじめ、ホスト校

の静岡高校の校長先生が出席していました。 

開会式に引き続き、ベトナム「子どもの家」を支

える静岡の会代表で元県立高校教諭の牧田至禮さ

んによる基調講演を、映像を交えて聞きました。 

牧田さんの、ベトナムのストリートチルドレンの

現状や子供の家での生活などを見て、私の中で考

えさせられることが多いものでした。 

 講演終了後は、清水みなと祭り「清水港かっぽ

れ総おどり」の練習が行われ、本番にはインター

アクト部として参加しました。 

最初は慣れない踊りに四苦八苦しながらも他の生

徒の方々に混じり参加者のみなさんと一体となっ

て約３時間踊り続けました。祭りが終了してから

は学年関係なく会話し、沢山の方々と関わること

ができてとても充実した時間となりました。 

 最終日は遊覧船にてクルージングをしながら各

学校の紹介を行い、他校のインターアクト部の部

活内容や行事を聞き、２日間の年次大会は終了し

ました。 

この２日間は、基調講演、みなと祭りなど私にと

って初めての事ばかりで様々なことが良い刺激と

なってくれました。 

 

順心高校 

インターアクトクラブ 

吉田 琳さん 

 

私達、インターアク

ト部は、３年２人、２年４人、１年２人、計８人

の部活です。 

講師の石神先生の指導のもとに、点字を主にしな

がら週２回、水曜日と金曜日に活動を行っていま

す。 

活動内容は、１年の時に、初級過程を獲るため

に講習を受け、それと同時に２年３年と一緒に点

字の花カレンダーを制作しています。これは、毎

年のように作り、約１００部を制作しています。 

花カレンダーは慣れるまで難しいですが、とても

やりがいのある作業です。作った物は、県内の養

護施設に送られます。子供達に凄く喜ばれます。     

次に、販売機の点字のシールを製作します。 

これは、飲物の名前や値段などを点字で作り、文
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化センターや総合病院などの公共施設の販売機に

貼らせてもらいます。また、附属の幼稚園にボラ

ンティアに行ったり、災害時などの募金活動を行

っています。学校の文化祭では、ユニセフ募金や、

インターアクトとは、どのような活動をしている

のかなど発表しています。毎年たくさんの人達に

来てもらっています。 

部員数８人という数少ない中でも、これからも変

わらずに、活動を行い、たくさんの人達のために

役に立てたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／櫻井） 


