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本を読むことの面白さや大切さ、人間や社会の見
我等の生業
方、考え方などを教えて頂き、大変影響を受けました。
その時はあまり分からなかった話や教えられた事が、
年を経るごとに理解出来たこともたくさんあります。
江夏 拓三
なし
インターアクト生のみなさん、特に夏休みにたくさ
んの人との出会い、さまざまな本との出会い、音楽や
なし
美術など自分を高める本物と出会って頂きたいと思
□会長の時間
小田 賢一
います。若い敏感な「魂」を揺り動かすような出会い
をして頂きたいと思います。
みなさん、こんにちわ。
もう一つ、
「夢を持つ」と言うと、私はすぐにプロ
先週入会されました久保義春さん、西クラブへよ
うこそお帰りなさい。またこれからの西クラブでの スキーヤーの三浦雄一郎さんの事を思います。
三浦氏のモットーは「夢を持つこと。そして、それ
ご活躍を期待しています。所属委員会は米山奨学会
委員会と会員増強委員会になりました。どうぞよろ をあきらめないこと。夢は、やれば達成、実現するも
の」です。今年７５歳になる三浦氏は３年前に登頂し
しくお願い致します。
また本日入会されました鬼束洋さん、本当におめ たエベレストをもう１度、チベット側からアタックす
でとうございます。アドバイザーとして推薦者の岡 る事が目標と言います。
三浦氏はこうも語っています。
「人生は夢のスケー
崎誠会員を指名しています。明るく楽しく元気よく
ロータリーライフをお過ごしください。所属委員会 ルの大きさで変わる。６５歳でエベレストを登ろうと
思ったら人生が変わった。頑張る努力は小さな１歩を
は親睦活動委員会と新世代委員会です。
」と言っています。その為に毎日
８月の４・５日にはインターアクト年次大会が都 あきらめないこと。
井岬にて開催されました。都城西高等学校のインタ どこに行くにもいつも２０キロの荷物を背負い、片足
ーアクトクラブの生徒さん６名、顧問の今村研一朗 に５キロずつのおもりをつけた靴を履いて身体を鍛
先生、我が西クラブからは小坂インターアクト委員 えているそうです。
夢や目標を持つこと、そしてその実現の為に小さな
長・脇丸委員が参加され、都井岬の大自然の中で、
大いに楽しみながら学んで来られました。後程、報 １歩１歩の努力を積み上げて行くことの大切さを改
告をして頂きます。どうかよろしくお願い致しま めて実感させられます。
この夏、インターアクト生に「自分を高める本物と
す。
「夢や目標に向
インターアクト生が出席されていますので、青春 の素晴らしい出会い」があることと、
時代の「出会い」と「夢を持つこと」の二つの事を かっての前進」を期待しています。
会長の時間でした。
話したいと思います。
青春時代、高校時代の出会いや経験は一生を決め
□幹事報告
小俵
武
ます。私にも高校時代忘れられない２～３人の先生
8/13（月）
との出会いがありました。昭和４０年代の泉ケ丘高 ○ 宮崎南ＲＣ……特別休会
8/15（水）
校ですが、数学の猪股至先生、社会の中山謙一先生、 ○ 小林ＲＣ………特別休会
8/16（木）
美術の野口徳次先生、みな個性と人間味あふれる先 ○ 都城中央ＲＣ…特別休会
生方でした。学校での授業や放課後の時間だけで話 ○ 宮崎西ＲＣ……例会変更
8/17（金）18:30-ﾎﾃﾙﾒﾘｰｼﾞｭ ＊納涼例会
すのが足りないくらいで、家まで押しかけ話し込ん
だ思い出があります。感受性が敏感な時は人間の一 ○ 都城中央ＲＣ…例会変更
8/30（木）6:00-神柱宮
＊早朝例会
生のうちでもやはり高校時代に勝るときはありま
せん。

○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…中越沖地震災害義捐金の件
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…事務所開設のご案内
○ 前ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…月信最終号
○ ＲＩ日本事務局…領収証
○ 地区米山委員会…
第１回 米山奨学ｾﾐﾅｰ開催のご案内
9/23（日）12:30-15:00 中山荘
○ 地区広報雑誌ＩＴ…各ＲＣ委員長会議
8/25（土）13:30-中山荘
○ 日南中央ＲＣ…創立 30 周年記念式典のご案内
9/29（土）11:00-ﾎﾃﾙｼｰｽﾞﾝ日南
登録料 10.000 円 締切 8/31
○ 米山梅吉記念館……館報 vol.10
○ 都城保健所………平成１９年度薬物乱用防止指
導員都城地区協議会の開催ご案内
8/30（木）15:00-16:00 都城保健所多目的室
□クラブ報告事項
○ 地区大会参加出欠提出のお願い
10/20（土）21（日）延岡総合文化ﾎｰﾙ
○ 次回 8/15（水）特別休会です。
○ 事務局お盆休み 8/13-8/15 です。

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

7/25
8/1

6４名
４名
５０名
83.33％
91.52％
88.14％

岩下 大峯 河村 徳重 外山
脇丸 山浦 吉田勉 福本
中村静

ＭＵ有会員
8/３
8/7

都城
北

なし
徳重 吉田勉 藤岡 吉元
土持 柳田 甲斐

ＭＵ無会員
7/25

永野 川元 岩下 串間 盛田

要ＭＵ会員
8/1

鎌田継 串間 鮫島 永野
中村七 馬渡 吉田勉

□委員会報告

鬼束 洋氏
土地家屋調査士
S49.10.3 生 Ｂ型

社会奉仕委員会
上田会員
「ダメ・ゼッタイ」
募金へのお願い

□ＳＡＡ報告

鳥集 寿一

◎ ニコニコ箱
小田 賢一…久保会員・鬼束会員の入会を祝して
ＩＡの今村先生、西高の生徒さん達のインタ
ーアクト委員会の皆さま大変お疲れさまでし
た
甲斐 克彦…インターアクト年次大会で生徒達が大変お世
話になりました
鎌田 博文…久保義春さんようこそお帰りなさい。
岡崎 誠一…鬼束会員の入会を心からお祝いします
人脈を大いに広めてください
久保 義春…恥ずかしながら再入会。帰って来ました。
よろしくお願いいたします
◎ ロータリー財団
吉田
努…ロータリー財団へ
◎ 教育振興基金
吉原 信幸…先日都商バレー部へ強化費を頂きましたの
で、今、愛知県で合宿中です
◎ 今後のプログラム
８／２９
会員卓話…職業分類担当
９／５
新世代担当例会
９／１２
出席委員会担当
９／１９
プログラム担当例会
8／8
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
7,000
78,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX

3,151

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会

12,200
0
5,000

教育振興基金

＊竹と風の学校

19,93
8
85,400
100,00
0
80,000
14,843

雑誌会報委員会
志摩 誓啓 吉田
甲斐 克彦

勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光
ロータリー事務局 制作

インターネット委員会

□ 本日のプログラム

ＩＡ

小坂委員長

ＩＡＣ西高顧問 今村研一朗先生

都城西高 ２年生
佐土原彩佳さん
藤田 未来さん
丸山
薫さん
隅 あすかさん

平成１９年８月４日（土）～８月５日（日）
「都井岬観光ホテル」にて
主管校 宮崎県立福島高等学校
ホストクラブ 串間ＲＣ
大会テーマ
“いのち”～自然と私達～
分科会テーマ
①人と人のつながり ②人と社会とのつながり
③人と自然のつながり

「人と社会とのつながり」
隅 あすか
４日と５日の２日間でいろいろな事を学べたと思います。
１日目は、馬などを見ました。自然の馬がたくさんいました。都井岬の馬たちはすごく大切に
されている事が解りました。一頭一頭の命の大きさが解りました。とにかく都井岬はどこもきれ
いで感動しました。
夜は「火祭り」を見れてまたすごい！と思いました。その花火はすごくきれいでした。感動し
ました。２日目は文科会がありました。私は「人と社会のつながり」の障害者との交流の観点から
考える。に参加しました。これまで１回しか障害者の方との交流に参加した事か゛なく、この機会
でも見つめ直す事が出来ました。たくさん考え直す事が出来ました。２日間を終えて命のあり方
についてもたくさんのことを学べたので本当に良かったと思います。
ありがとうございました。

□ インターアクトクラブについて

仙台育英学園高校ＩＡＣの創立総会は、
1963 年 6 月 27 日、盛大に行われました

インターアクトクラブ（Interact Club、ＩＡＣ）とは、奉仕と国際理解に貢献する青少年のための、ロータリー
クラブ（ＲＣ）提唱の世界的団体で、高校に在学中の生徒、または年齢 14～18 歳までの青少年が入会できま
す。Interact という名は「国際的活動」International Action を意味します。

＊インターアクトクラブの誕生
1959－60 年度の国際ロータリー（ＲＩ）会長・ハロルド・トーマスは、世界各地のロータリアンが共通して「ロー
タリーは青少年奉仕を開発する力を、十分に発揮していない」という気持ちを抱いていることに気づきま
した。
そうした中で、世界中の青少年が共に活動できるような組織をつくろう、という機運はますます高まり、ト
ーマスＲＩ会長は 1960 年、5 人のロータリアンからなる委員会を発足させました。2 年後の 1962 年、ＲＩ理事会
により、インターアクトプログラムが宣言され、この年、理事会は初めてのＩＡＣの発足を認証しました。世界
最初のＩＡＣは、アメリカ・フロリダ州メルボルンＲＣの提唱により 10 月 28 日に結成、23 人でスタートしたメル
ボルン高校ＩＡＣです。その後、ＩＡＣは次々と広がっていき、現在では、世界各地で、青少年がさまざまなイン
ターアクト活動を通じ、国際理解と親睦の輪を広げています。
＊日本最初のインターアクトクラブ
日本最初のＩＡＣは、1963 年 6 月 27 日に結成された、宮城県の仙台育英学園高校ＩＡＣです。提唱は、仙台
東ＲＣ（宮城県 現・第 2520 地区）当時の第 352 地区（東北 6 県を範囲としていました）。100 人を超える人
数で誕生しました。日本第 1 号のこのＩＡＣは、当時、世界最多の会員数を擁していました。
提唱クラブの仙台東ＲＣは、その前年、1963 年 3 月に創立したばかりでした。メルボルン高校に初めてのＩ
ＡＣができて間もない 1963 年 1 月、当時の手島周太郎ガバナーは、仙台東ＲＣで、国際奉仕委員長の加藤昭
氏（1998－99 年度第 2810 地区ガバナー）に、ＲＩ本部から届いた、英文の書類を手渡しました。加藤氏は、自
分が校長を務める仙台育英学園高校の生徒に呼びかけたところ、予想以上の賛同を得て、日本で初めて、
世界で一番大きいＩＡＣが結成されることになったのです。
仙台育英学園高校ＩＡＣは、誕生してすぐ、清掃奉仕や小さな親切運動などの、さまざまな活動を展開し、
1967－68 年度、「インターアクト国際ロータリー賞」を受賞しました。また、ＩＡＣの設立後、海外留学が活発に
行われるようになり、地区の青少年交換制度を、促進するという効果もありました。創立当初の例会は月 2
回、会費は無料でした。
第 1 号のＩＡＣ誕生から 40 年。日本では、ＩＡＣは 2003 年 9 月末日現在、565 クラブ、約１万 4,000 人の会員
がいます。

