
9月8日の家族会には、多くのご参加を頂きあり

がとうございました。石川親睦活動委員長をはじ

め、親睦活動委員の皆様ご苦労様でした。

また、9月10日の炉辺会合は欠席ですみません

でした。横澤委員長をはじめ研修委員会の皆様、そ

してご出席ご苦労さまでした。

東京オリンピックが決定し盛り上がっています。

アベノミックス、オリンピックと日本も久しぶりに明

るい気分になり、良い方向に向かっているのか？こ

れにより景気の方も良くなればと思います。

9月と言えば、運動会のシーズンです。小学校、

中学校、自治会と毎週のように行われます。自分た

ちのころは、1番になった子には、1等賞と版の押さ

れた賞品をもらい、皆に見えるよう誇らしげに家に

帰って行きましたが、今では1も2も3もその他も同じ

様です。テレビ番組で、魚を取ってタレントが「とっ

たどー」と言うのが流行だそうですが、子どもは自

分の力で何かを取るというのは嬉しいものです。今

は物があふれ、ノートでも鉛筆でも、その他いろいろ

な物をもらったりしますが、自分で勝ち取ったもの

は大事にします。

ロータリーの奉仕活動も与えるだけでなく、力を

引き出すためのサポートや、一緒になって何かを作

り上げる役割が出来ればと思います。今年度も11

月に行われる地引網は良い事業ですので、ご協力

をお願いします。

①本日理事・役員会を開催い

たします。

②「第12回ロータリー全国囲

碁大会」が11月2日に開催

されます。ご希望の方は、事

務局までお願いします。

③第2回アクターズミーティングを9月14日に予定し

ておりましたが、猿島で火災があり、猿島に渡る

ことが出来なくなってしまいました。今回は大変

残念ですが中止とさせて頂くことになりました。
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【 本日のプログラム 】 9月19日（木） 卓話 「学校における国際交流」 大和西高等学校 教頭 高橋 伸一 様
【 次回予告 】 9月26日 卓話 「ガラス絵と文芸創作活動について」 作家 桐本 美智子 様

【 第1682例会 】 平成25年9月12日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 政勝 君 【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 石川 達男 君 【 ビジター 】 河西 正彦 様（大和田園RC）
【 ゲスト 】 地区インターアクト委員会 副委員長 加賀 治夫 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 10名(敬称略)

42名 30名 75.00% 87.18% 6名
入江、神作、小栁、北島、中島、中西、野口、富澤

、 梅野、山崎

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 橋本 日吉 幹事代理
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R情報・クラブ研修委員会 横澤 創 委員長

9月2日に開催しました「第1回

炉辺会合」は、多くの会員のご

出席を頂きありがとうございまし

た。

テーマを「不易流行」とし、阿萬

さん、北砂さん、辻さん、引田さんに、我が社のある

いは私の「不易流行」を語って頂きました。それぞれ

が十分準備をされ、素晴らしい発表をされ、若手の

パワーに圧倒されるばかりでした。また、突然の指

名にも関わらず、入江さん、藤田（方）さんが、味の

あるお話をして頂きました。

第2回炉辺会合も、年内に行う予定です。お酒

と食事を楽しみながらの会合になりますので、お車

でのご来場はご注意ください。

お祝いの方々

親睦活動委員会 橋本 吉宣 副委員長

会員誕生日 辻 彰彦 君 9月18日

長谷川 清 君 9月18日

配偶者誕生日 富澤 志津子 夫人 9月16日

結婚記念日 松崎 正実 君 9月15日

「卓話者ご紹介」 辻 彰彦 君

本日の卓話をお願い致しました加賀治夫様をご

紹介申し上げます。

加賀様は、地区インターアクト副委員長、東海大

学の神奈川県白鷗会の会長です。

今年4月に11番目のインターアクトとして、学校

法人湘南学園に設立して頂きました。提唱RCは藤

沢RCで、第3グループの皆様には多大なるご支援

をして頂きました。

インターアクトを作って頂く過程では、ロータリー

とは何か。ロータリーの奉仕とは何か、と言う事を

校長も、教頭をはじめ教員の方々に理解して頂く

のが大変な作業でした。

本日はインターアクトについてのご説明を加賀

様よりご教示頂きましょう。

「インターアクトクラブ」

地区インターアクト委員会

副委員長 加賀 治夫 様

本日は、卓話のお時

間を頂きありがとうご

ざいます。本来は委員

長の西村がお伺いの

予定でしたが、よんどこ

ろない事情により、ピン

チヒッターで参りました。

委員長の様にヒットは

打てませんが、バントは打てると思いますので、少々

のお時間をお付き合いください。

さて、インターアクトクラブが最初に設立されてか

ら51年が過ぎました。アメリカのフロリダ州メルボ

ルン高校からスタートしました。

日本では、仙台育英学園高等学校で50年前に

設立されました。当地区（現時点）では、明徳学園

相洋高等学校I ACが小田原RCの提唱により設立

（1965年1月）されました。

次は立花学園高等学校I AC（1965年10月）、小

田原北RC提唱。

逗子開成高等学校I AC（1987年6月）、逗子RC

提唱。

県立麻溝台高等学校I AC（1989年5月）、相模

原西RC提唱。

光明学園相模原高等学校I AC（1991年5月）、

相模原中RC提唱。

平塚学園高等学校I AC（1992年6月）、平塚RC・

平塚南RC提唱。

県立弥栄高等学校I AC（1997年6月）、相模原
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グリーンRC提唱。

県立厚木商業高等学校I AC（2003年7月）、厚

木中RC提唱。

県立七里ガ浜高等学校I AC（2003年11月）、鎌

倉RC提唱。

鎌倉学園高等学校I AC（2010年2月）、鎌倉大

船RC提唱。

湘南学園中学高等学校IAC（2013年4月）藤沢

RC提唱。

以上の11の I ACが活動をしております。

インターアクトクラブの結成については、インター

アクト要覧の3ページに、クラブを成功させるため

の6つのステップを熟読頂き、インターアクトクラブ

の提唱に前向きにお考え頂ければ、当地区のイン

ターアクトがますます活発になると思いますので、

宜しくお願いします。

地区インターアクト委員会では、次のような事業

を毎年計画をしております。

年次大会・海外研修・一泊研修会、この3つが

メインで、今年度は来年の1月に青少年奉仕の委

員会合同で、ボーリング大会を予定しております。

ここまでは堅いお話でしたが、この後は少し現

実をお話したいと思います。

インターアクトクラブを提唱するには、まず学校選

びでありますが、これがなかなか難しいと思います。

公立高校では、校長先生のロータリーに対する認

識不足や、外部の支援を嫌う傾向があります。な

ぜなら、校長先生はサラリーマンであり、教育委員

会の指導がきつい事や、教職員の事とかがありま

すので、ある部分大変です。

私学は理事長や校長先生のロータリーへの理

解があり、外部との交流に対し、柔軟な対応をとっ

て頂けると思います。

一例ですが、海外研修に顧問教師の参加が輪

番制で、公立の先生に回った時に、学校長はOKを

出しのですが、教育委員会の指導により参加出来

なくなりました。この窮地に対応して頂いたのが私

学の学校長でした。また、私学でも公立でも情熱

のある先生はいますが、公立の先生は転勤があり、

次の先生がなかなか決まらない事もありましたの

と、公立の先生にも温度差が私学の先生より大き

いと思います。

インターアクトクラブを提唱後のロータリークラブ

でのメリットは、今年度のRI会長の方針「ロータリー

を実践し みんなに豊かな人生を」に通じると思い

ます。なぜなら、中高生たちはいろいろな職業の経

営者や、自分の親よりも年上の人達と話が出来る

事により、社会勉強と人生勉強ができ、今後の人

生の中で役に立つ事を教わる良い機会だと私は

思います。

デメリットは、提唱インターアクトクラブへの支援

金があります。支援金は提唱ロータリークラブによ

り金額はまちまちです。私の所属クラブ（相模原中

RC）では、毎年８万円を出しております。その他に

は、海外研修に提唱インターアクトクラブのアクター

が参加しますと、毎年違いがありますが、1名につ

き約6万円～8万円と、2名の顧問教師が付き添い

で行きますので、その費用（提唱クラブで均等割り）。

また、一泊研修会の登録費用、年次大会の登録

費用がかかります。

また、地区インターアクト委員会に1名の委員さ

んを出して頂きので、委員になられた方は、基本月

1回の委員会と合同会議に出席をお願いします

（土曜日の13時～17時）。行事担当者は他の日に

ガバナー事務所や、他の所へ行って頂く事もありま

す。

その他では、インターアクトクラブが行う奉仕事

業への参加があります。ほとんどが土曜日か日曜

日です。

以上が、インターアクトクラブを提唱する時に考

えなければならない事柄を、お話させて頂きました。

ありがとうございました。

《参考資料 インターアクト要覧より》

クラブを成功させるための6つのステップ

ステップ1：ロータリー・クラブの支援を確立する

インターアクト・クラブの提唱に関心のあるロータ

リー・クラブは、提唱のための必要条件について検

討するインターアクト小委員会を設けます。地区イン

ターアクト委員長にも相談し、地区内のほかのイン

ターアクト・クラブがどのように運営されているの
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かを尋ねるとよいでしょう。

ステップ2：インターアクター候補者を特定する

できる限り幅広く会員を集めるよう意見を出し

合います。学校を基盤とするクラブは、クラブ会員

の候補者について顧問教諭にアドバイスを求めて

ください。以下のような場所や人々を通じてインター

アクター候補者を探すことができます

ステップ3：説明会に候補者を招待する

インターアクター候補者のほかに、以下のような

人々を招待しましょう。

ステップ4：結成会合を開く

インターアクター候補者が集まったら、次にクラ

ブの結成に取り組みます。高い意欲を維持するた

め、結成会合から2週間以内に次の会合を開くよ

うインターアクト・クラブに奨励します。顧問ロータリ

アンと顧問教諭（クラブが学校を基盤としている場

合）に、結成会合の出席者全員の名前を、電話番

号、Eメールアドレスとともに記録してもらいます。出

席者に友人を会合に招待するよう呼びかけます。

ステップ5：必要な書類に記入する

インターアクト・クラブ結成のための会員基盤が

固まったら、クラブはR I より加盟を認められます。

以下の諸事項を完了するため、提唱ロータリー・ク

ラブはインターアクターと協力します。

ステップ6：結成式を計画する

インターアクト・クラブの結成は、感動的で非常

に意義あることです。提唱ロータリー・クラブは、ク

ラブを提唱するロータリアンがロータリーの奉仕の

パートナーとしてインターアクターを迎え入れられる

よう結成式を主催するとよいでしょう。ガバナー、イ

ンターアクト委員長、インターアクト代表などロータ

リーの地区指導者を結成式に招待し、新たなインター

アクト・クラブを地区に紹介します。
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加賀 治夫 様（相模原中RC）

①本日、卓話を致します。宜しくお願いします。

②謝礼をご寄附頂きました。ありがとうございま

した。

河西 正彦 様（大和田園RC）

久しぶりにお伺いしました。本日は宜しくお願

い致します。

岸 幸博 会長

地区インターアクト副委員長（相模原中RC）、

加賀治夫様、ようこそいらっしゃいました。本日は

宜しくお願いします。先日は、親睦活動委員会の

皆さん、ご苦労さんでした。

後藤 定毅 君

①加賀地区インターアクト副委員長、本日はよう

こそ我がクラブへお出で下さいました。インター

アクトについてご指導下さい。

②母の四十九日忌法要を終えました。９８歳まで

長生きできましたし、皆さんの温かい志に感謝

して、中クラブの青少年育成基金に気持ちを

寄付させて頂きます。ありがとうございました。

鈴木 洋子 君

スカイツリーを楽しんだ後、突然のことで皆様

にご心配やらご迷惑をお掛け致しました。少し元

気になりました。

I横澤 創 君

先日の炉辺会合は、多勢の会員のご参加を

頂き、ありがとうございました。お陰様で有意義

な会合になりました。次回の炉辺会合も、宜しく

お願いします。

辻 彰彦 君

誕生日を祝っていただき、ありがとうございま

す。

長谷川 清 君

お誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。

まだ50代です！！

親睦活動委員会

先日の「第１回家族例会」には、多数のご参加

を頂き、ありがとうございました。あいにくのお天

気でしたが、お楽しみいただけましたら幸いです。

次回、第２回はクリスマス会の予定です。お楽し

みに。

スマイルボックス 郡司 守 副委員長 本日 \25,000 累計 \310,000


