
第 1930 回例会 

10 月 24 日 №15 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年奉仕委員長 

      本日、クラブフォーラムとなっておりますが 
     当日のスケジュールや、役割分担などを中心に

お話しさせて頂きます。 
まず、私も数か月前に「インターアクト年次

大会」という言葉を初めて知りましたが、言葉

を耳にしたことはあるが、内容は良く判らない

という方や新会員もおりますので、少しインタ

ーアクトのご説明をさせて頂きます。 
      インターアクトとは、12～16 才の中学生や高

校生が対象になり、ロータリークラブがスポン

サーになって支援していく活動です。インター

アクトの上の年令層が、19～30 才までのロータ

ーアクトとなります。 
 

              

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
池之上 和哉 

よって、インターアクトを卒業するとロータ 
ーアクトや、またはインターアクト OB の集ま 
りである学友会に入られるようです。 
 当クラブは 1991 年 5 月に、光明学園相模原 
高等学校にインターアクトを設立して、毎年、 
奉仕会計から活動支援金をお渡ししています。 
前年度からはインターアクトの会員も増えたた 
め、現在は年間 12 万円ですが、今年度はパソ 
コンも購入して寄贈しています。 
年次大会とは、インターアクトクラブによる 

年に一回の活動発表会です。世界的にインター 
アクトクラブは 159 ヵ国に 20,372 クラブ（会 
員数 468,566 名）あります。当 2780 地区には、 
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12 クラブあり、毎年持ち回りで、年に 1 回発表会 
である年次大会を行っていますので、光明学園も

前回は 12 年前に担当しています。 
    今年度の年次大会のテーマは「～私たちの思い 

やりは出会いの架け橋～Our consideration is a 

Bridge of an encounter」で、何か月も前から光明

学園インターアクトの生徒達が考えてきました。

このテーマに添って各校が活動発表をします。 
 年次大会のプログラム的には毎年、あまり変更

はありませんが、今回は光明学園インターアクト

の顧問教諭が、昼食の時間を利用して、インター

アクトの学生とロータリアンとのディスカッシ

ョンを企画されました。 
主旨は、インターアクトの生徒たちとロータリ

アンとの出会いをきっかけに、今後一緒に行える

活動内容を考えていきたいとのことです。昼食を

取りながら、コミュニケーションを行い、午後に 
    代表者に 3 分程度の発表をして頂きます。 

基本的には、同じ地域にある高校とロータリア

ンが一緒のグループとなって頂きますが、各グル

ープで参加するロータリアン数に差があるため、

少ないグループには、当クラブ会員に入って頂く

予定です。 
では、お手元の資料に添ってご説明させて頂き

ます。会場イメージ図と、役割分担表、大会スケ

ジュール表などのご確認をお願い致します。 
    （資料掲載は略にて） 

豊岡インターアクト委員長より：年次大会は高校 
生たちが主役ですので、学校側の意向が最優先と 
なり調整が難しい面もありますが、12 年振りのホ 
ストクラブ校ですので、会員皆様にもご協力を宜 
しくお願い致します。 
 

 
 

日曜日は台風で、相模原でも珍しく避難勧告が 
出ていましたが、月曜日は朝早くから電線の復旧 
などが行われていました。皆さんのところは被害 
など大丈夫だったでしょうか。 
本日は 11 月 3 日のインターアクト年次大会前 

最後の通常例会になりますが、内容はこの後のフ 
ォーラムにお任せしたいと思います。 
 

 
 

読書の秋ですが、今 
ベストセラーになって 
いる「ハーバード日本 
史教室」を読みました。 
授業内容ではなく、日 
本史を絡めて授業を行 
っている著名な教授へ 
のインタビュー形式に 
なっていて、文学、経 
済、環境、リーダーシップ論など様々な専門分野 
から日本史にアプローチしています。 
授業ではアメリカの学生が「忠臣蔵」に共感し 

たり、トルーマンが原爆投下を決断したプロセス 
の評価について議論するなど興味深い内容でした。 
明治・大正時代は大勢の政治家・官僚がハーバ 

ード大学に留学し、アメリカの次世代のトップと 
親交を深め、企業人は官民一体となって日本を代 
表し、アメリカの中枢にある人々と交流していま 
した。また、戦前は後にアジア各国の独立運動の 
指導者となる人々の多くが、日本にこぞって留学 
しました。 
最近、日本は定期的に訪れる内向きの波にあり、 

ダイナミズムのある魅力的な国とはいいにくいよ 
うな気はしますが、戦後 70 年も平和を維持して 
きたことは高く評価されていますし、海外の方に 
は良くも悪くも日本を生で感じてもらい、理解し 
てほしいと思います。 
一方、多くの異文化を学ぶことによって、よき 

地球市民になる、というハーバード大学の方針は、 
アメリカの学生たちだけに当てはまるわけではあ 
りません。 
またインタビューの中では、日本が世界に先駆 

けて高齢化と労働力不足に直面する国であり、そ 
の課題解決が大変注目されているというのが多く 
の研究者の共通した認識でした。 
アメリカの学者ということもあるのですが、日 

本はもっと移民を受け入れ、多様性を受け入れる 
ことがイノベーションの源泉になるという意見も 
多かったです。 
最後に、JICA で仕事をしたことのある教授は、 

緒方貞子さんを通して、日本人の利他的な使命感 
は国内のみならず、世界規模に及んでいると実感 
 



 
 
したそうです。もし世界に日本がなかったら、世 
界はもっと、悲しいものになっていただろうとい 
う言葉で締めくくられていました。読みやすいし、 
薄い本なので、機会がありましたら読んでみてく 
ださい。 
国と国とがお互い利する関係を結ぶためには、

交流してお互い学びあうしかない、米山奨学制度

もその一端を担い支援する制度です。ぜひ寄付も

よろしくお願いします。 
本日例会後に、トロントの国際大会の件で地区 

のツアーに参加するか、クラブで手配するかだけ 
でも打合せをしたいので、行くかどうか決まって 
いない方もご参加ください。 

    

 

 

      ●冣住会長、横溝幹事 

    ①中山会員、入会記念日おめでとうございます。 

        ②本日の試食会、楽しんで下さい。 

③池之上会員、インターアクト年次大会について

の説明、宜しくお願い致します。 

    ●中山 徹男会員       

     本日は入会記念日祝を戴き、有難うございます。 

まだ 2年目ですのでご指導宜しくお願いします。 

    ●佐々木 敏尚会員 

    ①本日、入会記念日祝の中山会員、おめでとうご

ざいます！ 

②先週は結婚記念日祝を戴きまして、ありがとう 

ございます！ 

    ●丸子 勝基会員 

     右足の不調で１週間入院、その後自宅療養、普

通に歩けるようになり、久し振りに外出しまし

た。今日から少しづつ、朝の散歩を開始し、普

通に歩けることの幸せを実感しています。これ

からも宜しくお付き合いをお願い致します。 

    ●小野 孝会員 

    ①入会記念日祝の中山さんおめでとうございます。 

    ②クラブフォーラム担当の池之上さん、よろしく。 

    ●阿部 毅会員 

①インターアクト大会の件、池之上委員長、本日 

 はご苦労様です。 

②中山会員、入会記念日おめでとうございます。 

       

 

 

●阪西 貴子会員 

①本日のお祝の中山さん、おめでとうございます。 

②池之上青少年奉仕委員長、クラブフォーラム宜 

しくお願い致します。 

③米山のご寄付、どうぞ宜しくお願い致します。 

●大井 達会員 

①中山さん、入会記念日祝おめでとうございます。 

②池之上委員長、クラブフォーラム宜しくお願い 

します。今日はお弁当の試食をお願いして、す 

みません。インターアクト年次大会の手伝いと 

して、ご協力をお願いします。 

●伊倉 正光会員 

①池之上会員、クラブフォーラム宜しくお願いし 

ます。 

②中山会員、入会記念日祝おめでとうございます。 

●櫻内 康裕会員 

①中山会員、入会記念日おめでとうございます。 

②池之上青少年奉仕委員長、年次大会のフォーラ 

 ム宜しくお願い致します。 

●田後隆二会員、瀬戸裕昭会員、池之上和哉会員、 

諸隈 武会員 

①入会記念日祝の中山会員おめでとうございます。 

②池之上青少年奉仕委員長、本日のフォーラム、 

よろしくお願いします。 

③丸子会員、お帰りなさい。 

●江成 利夫会員 

①クラブフォーラムの池之上青少年奉仕委員長、 

よろしくお願いします。 

②入会記念日祝の中山会員おめでとうございます。 

●小崎 直利会員 

①本日、入会記念日祝の中山会員、おめでとうご 

ざいます。 

②本日、クラブフォーラムの池之上委員長、よろ 

しくお願い致します。 

●大塚 正浩会員 

①入会記念日お祝の中山会員、おめでとうござい 

ます！ 

②池之上委員長、クラブフォーラム宜しくお願 

いします。 

●横江 利夫会員 

①お祝の中山さん、おめでとうございます。 

②トロント国際大会、みんなで行きましょう。 

 

 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区会員増強・維持セミナー「ロータリーの魅

力のためのセミナー」のご案内 

     今回、グローバルにご活躍な星野朝子さん（日

産自動車執行役員専務）を基調講演者とし、講

演後は親睦を深め、情報交換という趣旨で開催

致します。新会員や候補者を含め、多くのご参

加をお願い致します。 

日時：11 月 24 日（金）15:00～17:00 場所： 

鎌倉パークホテル 会費：2,500 円（ケーキ、 

飲物を含む） 登録締切：11 月 10 日 

②ローターアクト委員会より「運動会」のご案内 

 相模原及び小田原城北ローターアクトの 2クラ 

ブ合同で「運動会」を開催致しますので、多く 

のご参加をお願い致します。（詳細は回覧にて） 

日時：10 月 29 日（日）12:30～（終了予定は 

17 時頃） 場所：小田原スポーツ会館 

会費：なし ※体育館履き、タオル、飲物をご 

持参下さい。 

 

※10 月 31 日（火）夜間例会の出欠表を回覧して 

おりますので、本日の例会終了までにご記入を 

お願い致します。 

 18:30 点鐘 「ガルデニア」（ＪＲ相模原駅より 

徒歩５分位） 会費：3,000 円 

 

例会プログラム 

１０月３１日移動例会「夜間例会」 

      18:30 点鐘 「ガルデニア」 

１１月 ７日→③日移動例会 

      「インターアクト年次大会」 

      8:30 集合 光明学園相模原高校 

   １４日卓話 櫻内 康裕会員 

      定例理事役員会 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中山 徹男会員 

2015 年１０月５日       

 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング 

「それでこそロータリー」 

ソングリーダー 諸隈 武会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 

３９名 ２８名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/10) 

３名 ９０．３２％ ８７．１０％ 


