
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 38 回 通算 532 回  2019 年 4 月 16 日（火）12:30～13:30  

 

会員卓話： 

「観桜会の説明」      大谷和年 会長 

「インターアクトクラブの報告」  門馬純子 会員  
 

 

 

「会長の時間」  
会長 大谷 和年

昨日、相馬農業高等学校にインターアクト

クラブが設立されました。昨年から取り組ん

できたことが実現いたしました。しかし、こ

れからが我クラブの取り組み姿勢が問われる

こととなります。 

インターアクトクラブとは。改めて説明し

ますと、「12 歳から 18 歳までの青少年のた

めの奉仕クラブです。同世代の参加者と交流

を深め、楽しく活動に参加しながら、地域に

役立つボランティア活動に参加し、世界につ

いて学ぶこともできます。南相馬ロータリー

クラブがスポンサー（提唱クラブ）として支

援します。 

インターアクトクラブは学校や地域社会のた

めの活動と国際理解を目指す活動を実施しま

す。提唱ロータリークラブ会員は、インター

アクターが活動を行い、リーダーとしての力

を身につけられるよう指導します」一緒に活

動する場合等に注意しなければならないこと

等を、前回「危機管理講習」にて勉強しまし

た。 

ロータリーの友 3 月号にインターアクター

の関穂乃佳さんの寄稿文がありましたので紹

介します。 

「私は高校 2 年の夏、インターアクトの研修

で台湾を訪れました。初めての経験ばかりで

したが、より詳しく台湾を知りたいと感じ、

その年の冬に一人で台湾に行くことにしまし

た。台湾第 3 の都市・高雄の駅に一人で着き、

街を見渡すと、高層ビルが立ち並び、いかに

も発展した豊かな都市、という印象を受けま

した。しかし駅の裏に回ると、そこには全く

別の光景が広がっていました。舗装されてい

ない道路に何匹もの野犬がうろつき、ごみが

散乱し、臭いもひどいものでした。そのよう

な中で、段ボール一枚で生活している人がお

り、たった徒歩数分で日本では感じることの

少ない貧富の差を見せつけられ、豊かさの裏

側について考えさせられました。 

 

495th  Program  

司会 副 SAA 小澤積 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／ロータリーソング

「我等の生業」／「四つのテ

スト」唱和／お客様並びに来

訪ロータリアン紹介／会長の

時間／昼食／会員卓話／幹事

報告／各委員会報告／出席報

告／スマイルＢＯＸ報告／閉

会点鐘 

 

 



国際問題の解決に携わりたいという夢ができ

ました。この夢をかなえるため、私は春から

東京の大学に進学します。大学では国際法や

平和学を専門的に学んでいこうと考えていま

す。また、様々なボランティアやイベントに

参加して、知識や経験を得たいと思います。

インターアクターとしての活動は卒業となり

ますが、大学でもローターアクトに参加した

いと考えています。」 

人生の進路を決める時期にあることから、

インターアクトの活動が影響を与える可能性

も認識しながら、支援していかなければと思

います。子供たちと共に我々も成長していか

なければならないと感じております。

「観桜会の説明」                  

大谷和年 会長  

次第にそって、大谷会長より観桜会の説明が

ありました。 

・SAA は青木会員が担当する。・各 RC の会

長より 2 分程度の挨拶をいただく。順番は、

RC 創立順に行う。・懇親会のアトラクショ

ンは、ハーモニカ演奏者 林博太郎様にハ

ーモニカ演奏をしていただく。15 分程度。

演奏後クラブ対抗缶積み競争を行う。川崎

会員に進めていただく ・手に手つないで 

指揮者を青田会員が担当る。 

・懇親会の司会は、野口会員が担当する。相

馬 RC へバスの時刻案内を忘れないように

して下さい。 

「IAC（インターアクトクラブ）の報告」        門馬純子 会員 

IAC 申請署名式が 4 月 15 日、福島県立相馬農

業高等学校の校長室で行われ、大谷会長、岡

田幹事、青木会員、小澤会員、門馬会員、平

井ガバナー、ガバナー補佐、酒井パストガバ

ナー、学校長、担当教論１名が出席しました。 

 

◆認定状伝達式について 

式典実行委員長 門馬会員。式次第の作成は、

小澤会員にお願いします。6 月 11 日（火）

16：00 原町フローラにて。出席予定者：来

賓（ガバナー、地区青少年奉仕委員長、地区

IAC 委員、酒井パストガバナー、相双分区ガ
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バナー補佐、原町 RC 会長、南相馬市長、南

相馬市教育長）IAC 全員、学校長及び全教論、

南相馬 RC 全会員・セレモニーは、簡素な式

典を目指すとの観点から、会費は徴収せず、

式のみとする。その後、打上げを予定してい

ますのでご参加お願いします。  

 

◆予算 

IAC 設立時に、地区より補助金 150,000 円、

運営費として年 30,000 円給されます。IAC 設

立に 150,000 円かかります。IAC 会計は、特

別会計とし野口会員にお願いします。IAC 運

営に当たり、資金面での厳しい状況を踏まえ、

募金箱を設置します。会員皆様に積極的な募

金のご協力をお願いします。予算立ては、学

校側と協議し、前金で至急して、先生が管理

する体制で行います。 

 

◆クラブ運営 

・IAC 活動開始：申請署名の終了をもって活

動開始となり、当該クラブは 4 月からの開始

となります。・奉仕活動：当クラブの会員と

一緒に行い、共同奉仕活動は、学生が楽しく

活動・体験ができるよう、無理のない内容と

する。・活動内容：具体的な活動として、施

設の慰問、ゴミ拾い等を考えています。奉仕

プロジェクトチームとの共同奉仕とする。・

例会：月、2 回以上とし。卓話で各会員の職

業等を紹介し、質問を受ける等を通じて、学

生とのコミュニケーションに務め、楽しい例

会になるよう心掛けて下さい。4 月～6 月ま

での例会日を早急に学校側と協議して決めま

す。・IAC の会費：会費は取らないことで進

めます・国際大会等への参加経費は、地区・

RC・受益者で、各三分一ずつの負担になりま

す。 

スタートすることが大事なことだと思います。

しばらくは走りながら、その中で様々な問題

に対して、皆さんと協議検討していきながら

対処していくやり方で進めていくことになる

と思います。皆さんのご協力なしでは、発展

しませんので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

相馬ロータリークラブ創立 55 周年 

 

4 月 13 日（土）相馬ロータリークラブ創立

55 周年記念式典が N-resort Fukushima「フ

ェリーチェ」で開催され、約 80 名のロータ

リアンが参加しました。当クラブからは、大

谷会長、岡田幹事、酒井パストガバナー、青

木会員、荒明会員、宮城会員が出席しました。

来賓に、相馬市長、新地町長、相馬商工会会

頭が出席され挨拶をしました。アトラクショ

ンではものまねがあり、大変賑やかな式典で

した。



「Lunch time  １分間スピーチ」           野口美佐子 会員

今朝、ノート

ルダム寺院の

火事のニュー

スをみました。

数千年の歴史

のある建物が

火災にあい大

変残念で仕方

ありません。 

私が生まれ育った大熊町なのですが、先週の

日曜日（4／14）に町の一部が解除されました。

町民の 12.5％は町に戻りたいということです。

そこに住んでいて良いのかという心配もありま

すが、私としては、生まれ育った町が一部でも

解除され、町に戻れるということだけで、嬉し

い思いでいっぱいです。6 月には、商業仮設施

設がオープンし、復興公営住宅 50 戸・50 世帯

が帰還します。今後も増設されるそうです。今

後、町はどのように、変わっていくのか分かり

ませんが、故郷の町に寄り添っていきたいと思

います。 

 

「幹事報告」    

●臨時理事会の報告がありました。●ハイライト米山 Vol.229 が届きました。 

計    ￥3,000.  累計 ￥234,000.  

計   ￥3,000.  累計 ￥235,000.

計   ￥15,000.  ８累計 ￥451,106. 

青田真 1,000 インターアクト設立おめでとうございます。 

大谷和年 3,000 インターアクトクラブ設立を記念して 

岡田義則 1,000  

小澤積 1,000  

川崎博祐 2,000 インターアクトクラブおめでとうございます。 

佐久間岩男 1,000  

野口美佐子 1,000 インターアクトクラブ申請署名式おめでとうございました。 

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

宮城住夫 1,000  

門馬純子 1,000 インターアクトクラブ申請署名式おめでとうございます。 

若林尚之 1,000  

               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１４名  出席率４８ ％ 

南相馬ロータリークラブ Since.2007      会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   

例会日 ： 毎週火曜日 １２:３０～１３:３０ 

例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6  

              TEL 0244-23-1268  FAX 0244-26-5935 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

http://www.minamisoma-rc.org/

