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＜ソング＞ それでこそロータリー

 
9 月はロータリーの新世代月間です。新世代奉仕は

ロータリークラブの活動、クラブ奉仕－職業奉仕

－社会奉仕－国際奉仕に続く第 5 の奉仕部門とし

て重要な活動です。主な活動として 

：インターアクトの実践活動の推奨 

高校生の奉仕クラブとして1962年に始まりました。

そして、私たちがサポートしているのが、純心高

校インターアクトクラブです。主な活動は、ここ

数年、点字奉仕に力を注いでいます。 

：青少年交換プログラムの実行 

高校生の年代の若い人を、一年間外国に派遣、そ

して受け入れるという事業で、当クラブは今まで

に、オーストラリア、アメリカ、ブラジルなどの

ロータリーと交換事業を行ってきました。お互い

の家庭でホームステイいたしますので、なかなか、

大変な事業というのが実感です。 

：ロータリー財団の奨学金プログラム 

外国で学びたいという、優秀な青年に対し、奨学

金を授与する事業です。厳格な試験を行い、年間

200 万円が支給されます。 

この奨学生には、緒方貞子さん、近辺では来年静

岡市長選挙に立候補する早稲田大学、松下生計塾 

出身の田辺君などがおり、社会人になってからも

学友会を組織しロータリーとのかかわりを持って

います。 

そのほか、職業奉仕の一環として、職場見学会も

重要な活動です。 

当クラブでも8月18日にツムラーロジテムツムラ

ー藤枝茶商組合に静岡産業大学の学生が訪問いた

しました。 

また、スポーツマンシップをたたえ、スポーツ大

会を後援することも、地域社会の青少年活動をサ

ポートする重要な事業です。 

今月は、剣道大会、サッカー大会に出席してまい

りますし、そのほか柔道大会もサポートしており

ます。 

いずれの事業も次代を担う青少年の皆様を援助、

育成をする重要な活動と認識いたしております。 

私も19年の間にすべての活動にたずさわる機会を

得る事ができました。 

インターアクトクラブ－この後、報告があります

が、点字作業をベースに点字本はもとより、街中

の主なところに点字シールを張るなど、非常に地

味ですが社会に大いに役立つ活動をおこなってく

れていますし、メンバーが素直で真面目な印象を

持ちました。 

青少年交換事業では、カウンセラーの任につき一

年間、カウンセリング活動を行いました。この事

業そのものは、大いに賛同するものですが、細か

いところで疑問を持った事もあります。それは、

派遣学生の資質です。日本語がほとんどわからな

いのに、派遣されてくる、そして日常は日本の高

校に通学する－本人も気の毒ですし、受け入れ高

校の負担も大きなものだと思います。 

又、カウンセラーもやはりその道のプロの方がよ

いのではないでしょうか。 

学生本人、そして受け入れ家庭に対してもカウン

セリングの重さがわかりました。 

本人の資質も重要です。ロータリー財団奨学生の
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選考は厳格ですし、競争率が高く、こんな優秀な

青年でも落ちてしまった。という経験がありまし

た。 

交換プログラムの学生も多少の選考基準は必要だ

と感じていました。その反面、派遣されてくる若

い社会人の皆様は、マナーも良く、日本から学び

たいという姿勢が充分で近い将来、廃止とのこと

ですが残念です。 

9 月 8 日は 24 節季の白露です。暑さが収まり、露

が朝晩結ぶ時期となっていますが毎日酷暑の日が

続きますが健康に留意され、仕事にロータリー活

動にお励みください 

■ 理 事 会 報 告             酒向 謙次君 
• 9 月・10 月プログラムについて承認されました 

• 次年度会長指名の委任について 

 第41代クラブ会長指名委員会の委員が規程に基

づき選考され、承認されました 

• 少年サッカーリーグ戦表彰式出席について

（9/20） 

 酒向幹事、平奉仕プロジェクト委員長に出席し

ていただくことになりました 

• 藤枝ロータリー旗争奪少年剣道大会出席につい

て（9/20） 

 石垣会長、鈴木新世代・インターアクト担当委

員に出席していただくことになりました 

• 藤枝市民ゴルフ大会協賛金について（市民ゴル

フ大会 10/11） 

 10,000 円を協賛することが承認されました 

• 江﨑友次郎君 出席免除願い更新について 

 承認されました 

• 池谷範男君 退会及び後任者の入会推薦につい

て 

 畑 昇 様の入会が承認されました（正式には 10

月より交替予定） 

• その他 

①演壇の件・・・既存の演壇を廃棄処分するこ

とが承認されました 

②大長委員より・・・ハルモニア主催の「ほっ

とする、私が主役の福祉のまちづくりにチャレ

ンジ 福祉コミュニティ講座」を開催するにあ

たり、当クラブの後援が承認されました 

③企業訪問の件（9/22）・・・浜岡原子力発電所

見学会は 12：30 出発に変更されました 

弁当とお茶は用意します 

④次回理事会について・・・次回理事会は 10/13

の11：30からに変更されました（当初予定の10/6

はガバナー公式訪問合同例会の為） 

 

■ 幹 事 報 告                酒向 謙次君 
• 白山 RC より事務所移転の案内が届いておりま

す。 

• 「ロータリーの友」 
（英語版 THEROTARY-NO-TOMO）2010-2011
年版が 11 月中旬発行の予定です。 

• 島田 RC 週報（7/1.8.15.22.8/5.12.19.26）が届い

ております。 

• 平成 22 年度 藤枝市健康福祉大会（9/25）につ

いての案内が届いております。 

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

出席者 前回の補正出席者 

35／43 81.40％ 43／43 100％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大長君 ○江﨑晴君 板倉君 落合君 酒井君 

鈴木舜君 仲田晃君 水野君 

(２)メークアップ者 

杉山 静一君（藤枝南） 栗原 毅君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                  
朝比奈 潔君（藤枝南）   

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ      竹田 勲君     

• 入会させていただき一年たちました。９月１４

日は誕生日です。この一年ありがとうございま

した。感謝の気持ちを込めて。   石割 郁子君 
• 誕生日祝をありがとうございます。柳原 寿男君 
• ありがとうございます。忘れていました。 

玉木 潤一郎君 
• ９月１７日女房の誕生日祝有難う。杉浦 良一君 
• お祝いありがとうございます。    仲田 廣志君 
• 産業大学冠講座が８月１７日・１８日会社訪問

と工場見学が終わり、今年度分がすべて終了し

ました。皆様の協力により無事終わりました。

有難うございました。       松葉 隆夫君 
• 去る９月１日、小杉苑新築落成祝賀会パーティ

ーには藤枝ロータリークラブ会員の皆様方には

多数ご出席を賜り祝賀会にはなを添えていただ

き誠に有難うございました。旧にも増してがん

ばっていきますので、今後共よろしくお願いし 
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ます。  藤枝南ロータリークラブ 朝比奈 潔君 

スマイル累計額 ７５，０００円 

◎ インターアクト年間報告                

 

新世代・ＩＡ 

担当リーダー 

鈴木 勝弘君 

  

 

「９月は新世代のための月間」です。３０歳ま

での若者の育成を支援するすべてのロータリー活 

動に焦点を当てるために設定されています。従来

の「青少年活動月間」の名称が１９９６－９７年

度から「新世代のための月間」になりました。新

世代のための活動は広範囲にわたりますが、その

中には、「例会プログラムに青少年を参加させる」

という項目があります。本日は、藤枝順心高校イ

ンターアクトクラブの顧問を務められております、

佐野先生そして、先般の例会でも報告しましたが、

年次大会に同校のクラブから参加された、「堀田千

晶さんと望月麻伊さん」の３名を本日のゲストと

してお迎えしました。後ほどご挨拶ならびに活動

報告をして頂きます。 

 また、インターアクトクラブについては、テー

ブルの資料をご覧下さい。この、インターアクト

クラブは、国際ロータリーの承認のうえで作られ

ます。現在、世界で７５７３クラブ、会員数１７

４，２００人、日本では５４４クラブ、会員数１

４，５６８人、２６２０地区では、２１クラブ、

会員数３９１人となっています。近傍では、島田

ＲＣがスポンサークラブとして「吉田高校」、焼津

南ＲＣがスポンサークラブとして「焼津中央高校」

にインターアクトクラブがあります。 

 インターアクトクラブとロータリアンとの関わ

りは、学生に対する、「親の目、学校の目に次ぐ第

三の目としての役割」もあると思います。新世代

のメンバーだけでは対応しきれない部分も多くあ

りますので、みなさんのご協力をよろしくお願い

します。 

 

 

順心高校インター 

アクトクラブ顧問 

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

ブ顧問の佐野です。インターアクトクラブの顧問

として７年目になります。年次大会、活動内容に

ついては、後ほど生徒が報告致しますので、私の

ほうからは最近の学校の様子についてお話しさせ

て頂きます。中学校を開校し、中高一貫の生徒を

募集しはじめてから８年目になり、また高校とし

ては、来年百周年を迎えます。今、百周年に向け

て様々な企画を考えているところです。 

 さて、生徒の様子ですが、今年３月の卒業生は、

おかげさまで就職希望者は百パーセントの就職率

を達成することができました。例年に比べ大変厳

しい状況で、最後の生徒が決まったのは１月でし

た。また、進学につきましては、先ほど申し上げ

た一貫生を中心によく頑張り成果を出すことがで

きました。ご承知のとおり、現在の生徒は、より

厳しい状況におかれています。本校は就職、進学

ほぼ半々なので、就職希望者はまさに今、追いこ

みの最中です。 

 また、部活動につきましては、サッカー部、柔

道部が全国の大会へ、ソフト部が夏休みには静岡

県代表として韓国の大会へ、手工芸部は今年も文

部科学大臣賞と活躍をしています。 

 最後にインターアクト部はここ数年、各学年３

～４名ずつ、合計１０名程度の部員で活動してい

ます。多いにこしたことはありませんが、真面目

に一生懸命活動を行えば、この人数で十分なのか

なとも感じています。 
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順心高校 

インターアクト 

クラブ 

堀田 千晶さん 

 

 

 私たち藤枝順心高校は、インターアクト部とい

う名前で１年生３人、２年生２人、３年生４人の

計９人で毎週水曜日と金曜日の放課後、学校での

部活動と休日の藤枝光文庫での活動をしています。 

 主な活動は、点字花カレンダー、点字絵本の作

成、養護学校・付属幼稚園へのボランティア活動、

募金活動などをしています。文化祭では、点字ク

イズや民芸品の販売などをやっています。 

 このような活動ができるのは、顧問の佐野先生

を始め、藤枝光文庫の石神先生のおかげだと思っ

ています。１年生の時は、点字の初級過程を取得

できるよう毎年頑張っています。 

 活動内容の細かな説明です。点字花カレンダー

は毎年手伝いです。花は季節の花を部員で一つ一

つ書きます。点字絵本は休日、藤枝光文庫へ行き

作っています。完成した絵本は盲学校へ寄付して

います。養護学校や付属幼稚園でのボランティア

はとても楽しいです。養護学校では、文化祭の手

伝いをしました。大変なこともありましたが、先

生達から感謝されるのでとてもやりがいがありま

す。付属幼稚園では、小さい子達と一緒に遊んだ

りしてとても楽しいです。募金活動は全国での災

害などがあった時に行っています。そして文化祭

でも赤い羽根募金を行っています。 

 このような活動を少しずつやっています。部員

数は少なく大変ですが、できることから少しずつ

協力して行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

順心高校 

インターアクト 

クラブ 

望月 麻伊さん 

 

 

今から７月に山梨県富士吉田市の人材開発セン

ターで行われたインターアクトの年次大会に参加

させていただいたことを報告したいと思います。 

 １日目は、１時から行われた開会式終了後、「森

林環境そして香りの効用」というテーマをもとに、

ヒマラヤスギやラベンダーなど、１０種類の香り

を実際にかぐこともできました。最近、アロマテ

ラピーなどが流行ということもあり、私達の生活

と香りには深い関係があるのだということを知り

ました。その後、レクレーションとして他校の人

達と班を組み、バドミントンやバレーボールをや

りました。短時間で、会話も少なかったですが、

楽しく過ごせたのでよかったです。 

 ２日目は、富士山の五合目を散策してきました。

富士山の頂上が目の前にあったり、雲が自分より

下にある光景は、言葉に表すことが出来ないくら

いの絶景でした。火山灰により、木の右側だけが

枝がなくなっていたり、白く変色していたりと、

実際に富士山に登ってみないとわからないことも

たくさんあったので、とてもいい経験をすること

ができました。 

 この２日間は、あっという間に終わってしまい

ましたが、とても充実した時間でした。 

私は、もっと自然と触れ合う時間を増やしていけ

たらいいなと思いました。 

◎ 第２回麻雀大会（18：00～21：00）       

優勝：青島 彰君 

参加者１２名 

楽しくできました！ 

リーダー 

森下 敏顯君 

 

 

（担当／大塚高君） 


