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第 2729 例会

平成 28 年 8 月 31 日（水）

夜間例会（青少年奉仕委員会担当）
点

鐘

松波 登 会長

スマイル体操

茂木 常夫 親睦副委員長

司会と斉唱

野口 隆一 会場監督
小林 美和 ソングリーダー
「手に手つないで」

お客様紹介

山川 哲史 親睦委員長

クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス
IAC 顧問 関野 亜沙美 様
ゲストスピーカー IAC 会長 長坂 朝香 様
ゲストスピーカー IAC 幹事 石川 芽衣 様

出席報告
会員数 58 名

北村 善市 出席委員
出席 35 名

欠席 23 名

（対象外 6 名）
前々回訂正

出席率 67.31%
欠席 25 名

MAKE UP 11 名

（対象外 4 名）
欠席者
朝山君
甲田君
溝淵君
岡本君
塩田君

訂正出席率 81.48%

花田君
小林（政）君
峯岸君
重田君
谷口君

波木井君
小泉君
松尾君
関君
藁科君

濱田君
上山君
三平君
相良君

入来君
三浦君
柾木君
色摩君

協賛金の贈呈
当クラブより「ヒマラヤ小
学校の女子職業訓練」協賛
金を贈呈しました。

会長報告

松波 登 会長

1. 米山梅吉記念館より、秋季例祭のご案内と館報回覧
日時：9 月 24 日（土）14：00 ～ 式典 14：30 ～
講演「ロータリー留学という原点と私の存在」
会場：米山梅吉記念館ホール

※参加ご希望の方は事務局までお知らせください。
2. 第 38 回「なかはら “ ゆめ ” 区民祭」の趣意書と賛
助金のお願い
日時：10 月 16 日（日）10：00 ～
会場：等々力緑地
※理事会にて協議いたします。

幹事報告

大塚 正一 幹事

1. 地区からの来信
•• クラブ会長・幹事セミナー開催のご案内
日時：9 月 20 日（火）15：00 ～ 17：30
会場：メモワールプラザソシア 21
※会長・幹事が出席します。
•• 地区大会参加促進キャンペーン実施のご連絡
川崎西 RC より 2 名が「地区大会のご案内」パン
フレット持参で各クラブ例会を訪問し、5 分程度
ご案内をさせていただきたいとのこと。
（訪問者・日程は別途お知らせ）
2. 第 2 グループ新会員交流会へご参加の皆様へ、アン
ケートの協力依頼
ご記入の上、事務局までご提出ください。
3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中原 RC
9 月 8 日（木）	定例早朝例会を昼例会に変更
点鐘 12：30
9 月 22 日（木） 休会（祝日）
9 月 29 日（木）	夜間移動例会
鈴や 武蔵中原店 点鐘 18：30
●川崎幸 RC
9 月 9 日（金）	夜間移動例会 親睦会
川崎競馬場 点鐘 18：00
9 月 23 日（金） 休会
●川崎高津 RC
9 月 15 日⇒ 14 日（水）移動例会 早朝供養例会
9 月 22 日（木） 休会（祝日）
9 月 29 日（木）	夜間例会
ホテル KSP3F 点鐘 18：00
●川崎大師 RC
9 月 28 日（水）	3RC 合同親睦例会
川崎日航ホテル 点鐘 18：30

卓話
クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス
IAC 会長 長坂 朝香 様／幹事 石川 芽衣 様
『横浜青葉キャンパスインターアクト活動報告』
今年度の活動報告
の前に、インター
アクトクラブ設立
当初から、どのよ
うな活動を行なっ
てきたのかをお話
しします。
2015 年度までの活動

・2011 年 10 月 インターアクトクラブ設立
・2012 年度
4 月 東日本大震災被災地支援①（被災物撤去）
8 月	東日本大震災被災地支援②（海岸清掃・被災物撤去・農地再生）
11 月 ボランティア・スピリット ブロック賞受賞
12 月	農地再生で収穫した作物をお菓子にして販売
・2013 年度
4 月 東日本大震災被災地支援③（写真洗浄）
8 月	東日本大震災被災地支援④（海岸清掃・農地再生）
9 月	ヒマラヤ小学校支援開始（空手授業の復活・女子職業訓練）
11 月 ボランティア・スピリット コミュニティ賞受賞
12 月 海外研修参加【台湾】
3 月 復興マルシェへの参加
・2014 年度
4 月 チャレンジカップ全国大会 最優秀賞受賞
5 月	愛と勇気とさんまに参加（横浜南部市場の方と宮城県
女川町さんま 1000 匹を無料配布）
6 月 サダナ・タパさんの講演会
8 月 東日本大震災被災地支援⑤（物置の寄贈）
11 月	青少年交歓会への参加
コリアングルメフェスタボランティア
12 月	震災を風化させないためのイベントを主催
		 海外研修参加【台湾】
		ボランティア・スピリット ブロック賞、コミュニティ賞受賞
3 月	東日本大震災被災地支援⑥（廃校の小学校をコミュニ
ティの施設にするためのお手伝い）
・2015 年度
4 月	ネパール大震災復旧復興支援（クラーク全校に呼びか
け、216 万円を寄付）
8 月 海外研修【シンガポール】
		 サマーミーティング幹事校
		 東日本大震災被災地支援⑦
11 月	WFP との連携で栄養強化ビスケットの製造
3 月	東日本大震災被災地支援⑧（写真洗浄ボランティア）

設立当初から、さまざまな形で東日本大震災の支援活
動を継続しています。その他にもさまざまな活動を行っ
ており、他の学校や組織と協力しあっています。
ヒマラヤ小学校はクラークの卒業生の運動により設立
されましたが、その後手薄になっていた支援を強化する
べく、カレンダーを販売して支援金を集めました。川
崎北 RC の皆様にもご支援いただき、ありがとうござい
ました。この活動が評価され、2014 年 4 月のチャレン
ジカップ全国大会で最優秀賞を受賞しました。

今年度の活動
今年度は、全校生徒 139 名がインターアクト委員会に
所属しています。これまでに、次のような活動を行なっ
ています。
• 熊本震災復興支援募金：全校生徒で毎日放課後に募
金活動を行い、約 38 万円の支援金を集めることがで
きました。
• 東日本大震災復興支援：被災地にて、減災スタディー
ツアーに参加しました。震災時に大勢の犠牲者が出
た大川小学校を訪問し、遺族の方のお話も伺いまし
た。仮設住宅への宿泊をし、そこに住む子どもたち
との交流もありました。明るくたくましく暮らして
いる子どもたちに感心しました。また、24 時間テレ
ビ宮城ステージにて、クラーク仙台キャンパスの生
徒と一緒に手話歌を披露しました。
震災被災地の現状についての実情の把握のため、地
域の社会福祉協議会にアンケートを送り、結果を地
図にまとめています。
• ネパール支援：ヒマラヤ小学校の支援や横浜国際フェ
スタ参加の準備をしています。
今後は、「ボランティア・スピリットアワードへの応募」
「東日本大震災を風化させないためのイベント実施」
「青
葉区民際での手話歌披露」などの活動を予定しています。
いつもご支援いただきありがとうございます。今後と
もよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート
松波 登 会長、大塚 正一 幹事

本日は関野先生、インターアクトクラブの長坂会長・
石川幹事よろしくお願いいたします。24 時間テレビお疲
れさまでした。また鈴虫祭りのお手伝いもありがとうご
ざいました。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君

クラーク記念国際高等学校 横浜青葉キャンパス インター
アクトクラブのメンバーの皆様、本日は卓話楽しみにし
ています。関野先生、いつもお世話になっております。

貝田 洋 君

小澤さん、洪さん、戸川さん、宮崎さん、先程はごちそ
うさま。

横山 芳春 青少年奉仕委員長

本日はインターアクトクラブ 長坂会長・石川幹事、活動
報告よろしくお願いいたします。

谷口 一成 社会奉仕委員長

28 日の第 35 回かわさき鈴虫祭りにご協力いただき、あ
りがとうございました。おかげさまで多くの方に来てい
ただき、盛況に開催することができました。また、当日
お手伝いしていただいた皆様にも感謝いたします。来年
もよろしくお願いいたします。

山川 哲史 君、茂木 常夫 君、小林 美和 君（親睦委員会）
夏の終わりの夜間例会です。皆様、時間の許す限りごゆっ
くりおくつろぎください。

