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No.2716

第2716例会	 平成 28 年 5 月 18 日（水）

点　鐘 若林 潤 副会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 柾木 永一郎 親睦委員
ゲストスピーカー　地区インターアクト委員長
　平山 紀美子 様 （横浜港北 RC）
山室 宗作 様 （神奈川 RC）
鈴木 慎二郎 様 （川崎マリーン RC）
山村 信一 様 （横浜北 RC）

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名
（対象外 6 名） 出席率 67.31%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 6 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 79.25%
欠席者

朝山君 花田君 波木井君 濱田君 小林（政）君 
小泉君 上山君 松波君 溝淵君 松山君 
松尾君 松下君 茂木君 三平君 帯谷君 
重田君 関君 相良君 色摩君 塩田君 
藁科君 吉岡君 柳澤君 

会長報告 若林 潤 副会長
1. 2 週にわたりご協力をいただきました「エクアド

ル地震義援金」の募金額は、計 50,000 円となり
ました。ご協力ありがとうございました（地区宛
に送金済み）。

2. 第 66 回中原区「社会を明るくする運動」推進委員
会開催のご案内
日時：6 月 9 日（木）　10：00 ～
場所：中原区役所 5 階　502 会議室
※ 「社会を明るくする運動」中原区大会は、7 月

15 日（金）13：30 ～ 16：00 川崎市中原市民館
ホール にて開催

3. 「ふるさと川崎まちづくり運動」総会・講演会のご案内
日時： 6 月 11 日（土） 

9：30 ～ 10：28 総会 
10：32 ～ 12：00 講演会

会場：エポックなかはら　大ホール
講演： 「これからの青少年育成について」（青少年を

取り巻く社会に望むこと） 
大谷津 晴夫 氏（芳澍女学院情報国際専門学
校校長）

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. ローターアクト主催「第 46 回地区研修・協議会」

開催のご案内
開催日：6 月 19 日（日）
本会議： 13：00 ～ 17：00　横浜市開港記念会館

登録料無料
懇親会： 17：15 ～　イタリアンダイニング・カリーナ

登録料 3,000 円
2. 他クラブ会報の回覧：新川崎 RC
3. クラーク横浜青葉 IAC の例会報告
4. 第 4 四半期の年会費について：6 月 10 日（金）まで

にお納めください。
5. お祝いの記念品について：「お米」を受け取ってい

ない方は、親睦委員までお知らせください。

委員会報告
ゴルフ同好会（横山 芳春 会員）
第 4 回 柳澤会長杯

日時：6 月 13 日（月）※ポスティング済み
親睦委員会（クルーズ 由美子 親睦委員長）
ファイナル例会

日時：6 月 29 日（水）18：00 ～
会場：クイーン・アリス日吉

大塚 正一 次年度幹事
被選理事会

日時：5 月 25 日（水）11：15 ～
会場：クイーン・アリス日吉
※ 次年度に向けての資料制作を始めています。住所・

役職等の変更がある方は、事務局の岩崎さんへお
知らせください。



クラブフォーラム 青少年奉仕委員会
地区インターアクト委員長
　平山 紀美子 様
　（横浜港北 RC）

『2015-16 年度
インターアクト活動報告』

活動報告の前に、インターアクトクラブ（Interact Club：
IAC）について説明いたします。IAC は、奉仕と国際理
解に貢献する青少年のための RI 提唱の世界的団体で、
高校に在学中の生徒、または 12 ～ 18 歳までの青少年
が入会できます。
世界初・日本初の IAC
世界初の IAC は、1962 年 6 月 28 日にアメリカのフロ
リダ州にあるメルボルン高校で結成されました。日本
初の IAC は、1963 年 6 月 27 日に宮城県の仙台育英学
園高校で結成されました。現在、35 万人超のインター
アクターが、国際理解と親睦の輪を広げています。第
2590 地区内には、川崎北 RC 提唱の「クラーク記念国
際高等学校横浜青葉キャンパス」を含め、IAC がある学
校が 17 校あります。
インターアクトの目的と目標
IAC は、「奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の
中で、共に活動するため」に結成されます。地元社会
や海外のクラブと友情のネットワークを築き、奉仕活
動から以下の大切なことを学びます。

 • 指導力と高潔な心を身につけること
 • 他者への思いやりと尊重の念を育むこと
 • 個人としての責任や、一生懸命仕事をすることの
価値を理解すること

 • 国際理解と親善を推進すること
IAC とロータリアンの係わり
RC が IAC の設立を支援し、指導やサポートを提供します。
RC の例会にインターアクターを招いて卓話をしても
らったり、地域奉仕活動に参加してもらったりするこ
とは、インターアクターの学びの機会となります。
2015-16 年度 当地区インターアクト関連行事
本年度に実施した活動について報告いたします。
① IA 役員研修会　5 月 23 日開催

インターアクトに対する学びを深めること・交流を
図ることを目的としています。各 IAC 会長・幹事から、
年間活動計画の案内を行います。

②インターアクト合同会議　7 月 25 日開催
提唱クラブ会長・幹事・新世代奉仕委員長・IA 委員
長の皆様と地区 IA 委員とが、共にインターアクトに
ついて学ぶ場としています。

③サマーミーティング　8 月 1 日開催
他校のインターアクターとの交流を深め、互いに刺
激しあう場になります。遊びながら学ぶ時間となる
ようにしています。本年度は、第 3520 地区の台湾イ

ンターアクターが来訪され、神奈川新聞にも記事を
掲載していただきました。

④海外研修　8 月 23 日～ 27 日開催
国際理解と親善、参加者各自がリーダーシップを身に
つける機会として長年にわたり開催しています。3 回
のオリエンテーションを終了したインターアクター
に参加資格を与えます。今年度はシンガポールに行
き、Gift of Love Home、ナンヤン テクノロジカル ユ
ニバーシティ、ナンヤンジュニアカレッジを訪問い
たしました。

⑤青少年交歓会　11 月 14 日開催
インターアクター、ローターアクター、青少年交換
学生、ライラリアンや米山奨学生・学友たちが集い、
交流を深める機会として毎年開催しています。

⑥年次大会　1 月 25 日開催
毎年開催されるインターアクターにとっての地区大
会。各クラブの活動報告や基調講演があり、インター
アクター同志の交流を深める場になります。

⑦ガバナー公式訪問　4 月 30 日訪問
聖光学院の聖光祭インターアクターブースを訪問し
ました。

地区インターアクト委員長を終えて
地区インターアクト委員長を務めて良かったなと思う
ことは、インターアクターが一日一日成長していくのが
わかるということです。この成長過程を見られるのが、
この仕事の醍醐味と感じました。おかげで充実した時
を過ごせました。本当に一年間ありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
地区インターアクト委員長
　平山 紀美子 様 （横浜港北 RC）

本日は卓話よろしくお願いいたします。
山室 宗作 様 （神奈川 RC）

本日もお世話になります。
鈴木 慎二郎 様 （川崎マリーン RC）

メイクアップに伺いました。よろしくお願い申し上げます。
若林 潤 副会長、佐久間 馨 幹事

平山 紀美子 様、本日の卓話をよろしくお願いします。柳澤
会長がお休みのため、会長代理を精一杯務めます。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君
地区インターアクト委員長 平山 紀美子 様、本日の卓話ご
苦労さまです。

小澤 秀昭 君
柳澤会長、先日テレビ観ました。テレビ映り良かったです。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、横山 芳春 君、
柾木 永一郎 君、渡辺 伸一 君、村山 輝忠 君、
小林 美和 君（親睦委員会）

地区インターアクト委員長 平山 様、本日の卓話よろしくお
願いいたします。


