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新世代育成委員会担当：

第 1505 回 例会　9/4( 水 )

慶祝行事
クラブフォーラム（３）

会長挨拶　続き

多治見リバーサイド）の回答は、こうでした。
『昨年、私は、７名の方に入会して戴きました。
１００％です。加賀ガバナーには、叱られるか
もしれませんが“ロータリーに入れば必ず儲か
りますよ。”この一言でまず間違いなく入会し
て戴けます。ポール・ハリスが提案した会員相
互の職業上の相互扶助、これを実践しています。
例えば家を建てるならＡ会員の会社、お酒を買
うならＢ会員の店でと言う様に。この前も難攻
不落であったケーキ屋さんを落としました。今
後、ケーキは、全て御宅から買うよ。と言う様
に！当然、入会して戴いた方のフォローも会員
全員で行っております。』との事でした。この
回答に対し加賀ガバナーは、『最初から利益を
求めてはいけない。利益優先のクラブではなく
思いありのあるクラブにして戴きたい。公式訪
問に行った時、そこの会場が道場だと思ってい
ます。入る時、出る時、礼をする、これが基本、
これが脚下照顧だと思います。人に感動を与え
られるクラブにして欲しい。』との事でした。
　また、昨日は、若松学園のキャンプと言う事
で西垣委員長には、大変御世話になりました。
手作りのデザートまで用意して戴き感謝してお
ります。有難う御座いました。
　本日は、インターアクト委員会によります年
次大会報告です。岡田忍委員長、御世話になり
有難う御座いました。本日の報告を赤坂先生、
城北高校の皆さん、宜しくお願い致します。
有りがとう御座いました。

出席委員会担当：

第 1504 回 例会　8/28( 水 )

クラブフォーラム（２）
１００万＄

インターアクト委員会担当：

第 1503 回 例会　8/21( 水 )

クラブアッセンブリ―（３）
Ｉ．Ａ．Ｃ年次大会報告　

　皆様、こんにちは！
この前、名古屋にて職業奉仕研修セミナーが開
催されました。詳しい内容につきましては、職
業奉仕委員会によるクラブフォーラムで発表し
て戴きたいと思います。加賀ガバナーが、『職
業奉仕は、ロータリーにおいて大変重要な位置
付けにあるにも関わらずセミナーを行わないの
はおかしい』との思いで今回開催したとの事で
す。
　今日のお話は、最後に質疑応答をさせて戴い
た内容についてです。どんな質問でも良いとの
事で会員増強についての質問を致しました。入
会予定の方に対し、『ロータリーは、職業奉仕、
社会奉仕を通して世界平和を願うクラブである。
今回のセミナーでお聞きしたような内容等、ロ
ータリーの精神についてお話しするのですが中
々ロータリーの良さを解って戴けない、入会し
て戴けないと言うのが現実です。何か策はある
でしょうか？』と言う問に対し、荻原委員長（

会長挨拶　
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出席報告

会員数：31名

出席数：28/31名

出席率：90.32%

欠席者：3名（出席免除 1名　93.55%）

来訪者：
岐阜城北高等学校・インターアクト部       
赤坂敦子先生       
高橋ほのか様       
諏訪明希様       
後藤陽南子様       
福永咲良様       
村山納季様       
山里奈央様       

会員表彰・委嘱状

会員増強表彰：片桐順一郎会員

原尾　勝：城北高校の皆様ようこそ！本日の発
          表、宜しくお願いします。          
河村訓陸：岐阜城北高校の皆様方をお迎えして。
　　　　　年次大会出席お疲れ様でした。        
片桐順一郎：暑さに負けず出席！          
岡田　忍：城北高校Ｉ．Ａ．Ｃの皆様ようこそ。
　　　　　年次大会の発表よろしくお願いしま
　　　　　す。          
前田吉彦：岐阜城北高校インターアクトクラブ
　　　　　の皆様、本日の発表よろしくお願い
　　　　　します。          
川崎賢二：誕生日を祝っていただきありがとう
　　　　　ございました。ＷＡＩＷＡＩ例会終
　　　　　了後、西垣さんに高級飲食店にてご
　　　　　馳走になりました。ごちそう様でし
　　　　　た。

委員会・同好会報告事項

新世代育成委員会　松野委員長     
平成２５年９月８日（日）岐阜北ロータリー・
カップ２０１３の開会式が行われます。例会変
更となっておりますので、岐阜メモリアルセン
ターふれ愛ドームに集合午前８時半ですのでよ
ろしくお願いします。      
         
プラグラム委員会　岡田（一）委員長    
平成２５年９月２５日（水）早朝例会を午前７
時より開催いたします。場所は長良川カントリ
ークラブですので宜しくお願いします。    
         

幹事報告事項（敬称略）

●理事会報告 
        
・協議事項       
　氷見との合同例会について詳細は９月４日の
　定例理事会で決定します。    

・報告事項       
１．新会員予定者の件　
推薦者：原尾　勝　会長     
水野友之／職業分類（水道工事）
事業所名（北友水道設備）     
７月２３日までの異議申し立てはありませんで
した。引き続きインフォメーション等に入らせ
ていただきます。      

２．年次計画書・プログラム未定分の報告  
社会奉仕委員会より、若松学園の行事について  
夏季キャンプ　８月２０日（火）
若松学園祭　１０月２６日（土）    
クリスマス　１２月２４日（火）    

３．その他       
８月７日・ＷＡＩＷＡＩ例会の折に、入会パン
フレットを会員増強委員会より２部づつ配布し、
全員が会員増強に努める。 
        
●連絡事項 
        
平成２５年９月１４日（土）岐阜長良川ＲＣと
の合同例会を、岐阜グランドホテルにて開催し
ます。        
１０月１９日、２０日の地区大会への出席要請
がきております（対象者は２５名です）。出来
る限り出席をお願いします。    

ニコニコＢＯＸ（敬称略）
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８月２０日　若松学園キャンプ

        

ＩＧＭ報告　続き

   

 

ＩＧＭ報告

日時：平成２５年８月１６日（金）
ＰＭ６：３０～
場所：都ホテル「四川」
リーダー　山口八郎
情報委員　永瀬　章
世話人　　辻　　博
参加者　　森本時夫、小椋功、岡田忍、林隆行
テーマ「ＲＩテーマ・地区メッセージ・その他」

        

   

第３６回インターアクト年次大会を終えて

新会長　ロンＤ　バートン氏
　バートン氏は、自分のキャリアの成功は「適
切な場所に、適切なタイミングで」いたおかげ
だと話しています。１３歳で新聞配達をはじめ、
数年後に会計事務所で働いていた親友が徴兵さ
れ、代わりにバートン氏が雇われることになる。
そして大学卒業後１週間でオクラハマ大学の会
計士のナンバーツーになった。最初の１年間仕
事を続けていたところ、オクラハマ財団の会計
士が辞めたため、後任として推薦される。ＲＣ
パストガバナーより財団に残るように頼まれ、
後を継いで理事長となった。
今日、ロータリーで耳にすることの多くは、昔
とは違っています。しかし、ロータリーの土台
は変わっていません。ロータリーの中核的価値
観、すなわち奉仕、親睦、多様性、高潔性、リ
―ダーシップです。
加賀ガバナー
　各クラブが、本気でその年のテーマに取り組
むかにかかっている。会員の皆様とともに「ロ
ータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」目
指してください。一人一人がそのように取り組
んでいけば、２６３０地区も少しずつ発展して
いくでしょう。そのお手伝いをしたい。
　具体例としては、純増１名を目指すこと。現
在岐阜北ＲＣは３１名であり、若いエネルギー
のある人材の入会を目指すべきである。各会員
が常日頃心がけておいて、適当な人材が見つか
れば、入会を進めていく。
　ロータリー財団を、クラブ活動の資金調達の
ひとつの方法として考えてみたらどうか。行事
の全部ではなく一部の資金援助は出来るような
ので、地区の協力を得て検討し、今後の活動に
生かすようにしたらどうか。     
         

岐阜城北高等学校　２年　諏訪　明希

　私は初めインターアクト部の年次大会という
ものをよく知りませんでした。しかし、参加し
てみて、岐阜と三重と韓国の高校生が集まって
交流するものだと知りました。私はこの年次大
会を通して多くのことを学びました。
　まず、韓国人と日本人の違いです。顔もよく
似ていて最初はよく区別がつきませんでしたが、
韓国の高校生は、日本の高校生と比べるとすご
く大人っぽかったです。そして、前に立って話
をする人が韓国語で「アニョハセヨ」と言うと、
元気な声で「アニョハセヨ」と返すのが印象的
でした。
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インターアクト年次大会を終えて　続き　

        

年次大会を終えて　続き

   

 

　うだつの町並みスタンプラリーでは、とても
暑く大変だったけれど、初めて美濃市を長い間
散策しました。町には江戸時代に建てられた家
が幾つも並んでいました。町並みのイメージを
壊さぬように、岐阜市でもよく見かける十六銀
行が、茶色の建物で立っており、とてもきれい
な町でした。
　二日目は主に、話を聞くことが中心でした。
海外に留学をした生徒の話、日本に留学をした
生徒の話をそれぞれ聞きました。海外に留学を
した生徒の話では、辛いこと、大変だったこと
はあったみたいですが、写真を見ていると楽し
く友達と写っている物ばかりでした。日本に留
学をしに来ている生徒の話では、日本の良い所
をたくさん言ってくれて、日本人としてとても
嬉しかったです。話をした三人が皆言っていた
のは、留学をした方が良いということです。友
達も多くでき、コミュニケーション能力がつく
と言っていました。私は一度も海外に行ったこ
とがないので、行ってみたいと強く思いました。
　年次大会を経て、考えさせられることが多く
ありました。この経験を日々の生活に生かして
生きたいと思います。最後に、岐阜北ロータリ
ーの皆さん、このような貴重な機会を与えてく
ださり、ありがとうございます。

年次大会を終えて　

岐阜城北高等学校　２年　福永　咲良

　私は、今回初めてインターアクトの年次大会
に参加しました。年次大会とは、元々どうゆう
ことをするのか最初分かりませんでした。私た
ちは２日間美濃市で沢山の体験をする事が出来
ました。
　一日目は、美濃の町並みを見ながらスタンプ
ラリーをしました。自分たちの学校の他にも沢
山の学校も参加していました。自分の足で歩い

て、美濃の町をめぐりました。外は凄く暑かっ
たけど、それ以上に楽しい体験が出来てよかっ
たです。和紙のあかりアートは、凄く綺麗で印
象に残っています。韓国の学生たちのダンスも
良かったです。楽しく拝見させて貰いました。
　二日目は、交換留学生の報告、韓国派遣の報
告がありました。留学生の話では、向こうの国
で撮った写真を見せながら話してくれました。
最初は、言葉の壁があったり、文化の違いに不
安や戸惑いがあったりしたそうです。しかし、
過ごしていくうちに言葉がだんだん分かるよう
になったと言っていました。友達の存在も大き
かった事も伝わってきました。話を聞いていた
ら、私も留学、ホームステイをしてみたいと思
いました。留学することによって良い体験にも
なるし、色々な見方や考え方ができるようにな
るんだなあと思いました。次に、神田京子さん
という方の講演がありました。韓国の方も見る
のが初めてだと思うし、私も見るのが初めてだ
ったので楽しかったです。武義高校の書道ガー
ルズは、かっこよかったです。有名な曲に合わ
せてリズム良く書いていたり、韓国の方も楽し
めるように韓国語を書いたりしていて工夫して
ありました。とても力強さを感じました。どち
らのパフォーマンスも凄く日本らしさが出てい
て良かったと思いました。この２日間は、沢山
の人に出会い沢山の体験ができて楽しかったで
す。
　最後に、岐阜北ロータリーの皆様、貴重な経
験をさせていただき、感謝の気持ちでいっぱい
です。ありがとうございました。
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　　　　岐阜城北高等学校　インターアクト部　
　　　　顧問　赤坂　敦子

　日頃より、岐阜城北高等学校インターアクト
部へのご理解とご支援をいただき、ありがとう
ございます。また、春には助成金に加えて、ウ
インドブレーカーも寄贈いただき、この場をお
借りし、御礼申し上げます。おかげで、風の冷
たい中、あしなが学生募金活動に元気に参加す
ることができました。
　さて、本校の学生は、外国人や留学生が増え
てきたとはいえ、まだまだ外国の方と触れ合う
機会がございません。この年次大会で、韓国や
オーストラリアからの留学生の話や、パフォー
マンスを見聞きし、海外に対しての興味・関心
が深められたと思います。同時に、母国の文化
に改めて向き合うことができたのではないかと
思います。岐阜北ロータリークラブの皆様、こ
のような貴重な体験をさせていただき、誠にあ
りがとうございます。

岐阜城北高等学校　１年　山里　奈央

　最初に、美濃関物産館で昼食をとりました。
料理がとても豪華で驚きました。私たちが食べ
ている席の近くにオーストラリアから留学して
きた金髪の女の人がいました。その人は各務原
西高等学校のエステル・マッケ－ブさんという
人でした。次に、美濃の文化会館でのインター
アクト年次大会に参加しました。そこで、初め
て韓国の国家を聞くことができました。インタ
ーアクトの歌も初めて聞き、とても新鮮な気持
ちになりました。それから、うだつの町並みを
スタンプラリーをして回るという活動をしまし
た。とても暑かったけれど美濃の伝統工芸など
も見ることができ、とても楽しい時間を過ごす
ことができました。直接、韓国の方との交流は
できなかったけれど、同じインターアクト年次
大会という行事に参加できて良かったと思いま
す。
　二日目は、交換留学生の報告があり、留学で
体験したことを話してくれました。留学したど
の人も、留学はとてもよいものだと言っていま
した。私はそれらの話を聞いて日本語以外の言
葉を話せるっていいなと思いました。それは、
会話をすることによってコミュニケーション能
力が身につき、世界をより身近に感じとれるの
ではないかと思ったからです。自分の知らない
場所に行き、生活するということは、とても新
鮮な気持ちになって夢を見ることの大切さや今
後の課題を多く見つけられるのではないかと思
いました。
　また、武義高等学校の書道ガールズによるパ
フォーマンスを観たり、講談師の神田京子さん
の講談を聞いたりと、とても有意義な時間でし
た。この年次大会でよい経験ができたと感じて
います。岐阜北ロータリーの皆さん、ありがと
うございました。

年次大会について

８月１７日・１８日 インターアクト年次大会
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　　会報・広報　８月担当　辻　　博

         

次回例会のご案内

第１５０５回　例会 ９月４日（水）
慶祝行事
クラブフォーラム（３）　

担当者：新世代育成委員会
   


