
・東京江戸川ロータリークラブとの親睦ゴルフ、例
会日の変更があります。10 月 18 日ゴルフを行い、
夜例会を行うことになりました。
・いわき平東ロータリークラブの年次計画書と会報
を回覧中です。
・いわき育成園より第 23 回高倉祭の案内が届いてお
ります。10 月 22 日です。
・本日例会終了後 50 周年実行委員会を予定していま
したが都合により中止させて戴きます。
◎各委員会報告
◇出席委員会－矢吹委員
　本日の出席状況は下記
の通りです。また本日は
出席奨励賞をお渡し致し
ます。赤津善宣会長前の
方へどうぞ。おめでとう
ございます。
◇親睦活動委員会－荒川義次小委員長

　親睦活動委員会より 2 つご案内
があります。観月家族例会てすが 9
月 25 日（日）朝 7時出発ですので
6 時 50 分までに常陽銀行植田支店
の前にお集り下さい。車で来る方
は常陽銀行さんの駐車場に入れて

下さい。また、3ロータリークラブ親睦ゴルフコンペ
の案内が届いています。10 月 16 日（日）日立市十王
町のサンライズＣＣで高萩ロータリークラブが幹事
クラブです。後程案内が送られると思いますので早
目に返事をお願いします。
◇江戸川ロータリークラブとの親睦ゴルフについて

－後藤会員
　10 月 18 日に東京江戸川ロータリークラブと親睦ゴ
ルフ大会を開催することになりました。江戸川ロー
タリークラブからゴルフに出席される方が 15名です。

ゲスト

福島県立磐城農業高等学校
インターアクトクラブ顧問　金　成　　力 先生
　　　　　　　　　　　　 部員　生徒　8 名

◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、今日は。毎日猛暑が続いておりますが体
調に気を付けて頑張って下さい。本日のお客様をご
紹介致します。磐城農業高等学校インターアクトク
ラブ顧問の金成力先生と部員の生徒さん 8 名です。
後程年次大会報告や活動計画等の発表をお願いしま
す。また、11 月 20 日（日）の当クラブ創立 50 周年
記念式典の中でインターアクトクラブ創立 40 周年も
同時に行う予定ですので宜しくお願い致します。そ
れからいわき分区の第 2回会長幹事会が 13 日昨日ク
レールコートで 18 時 30 分より開催されました。そ
の中で東日本大震災復興基金補助金の申請について
話があり、いわき分区で 20 件の申請のうち 2件申請
が通りました。通ったのはいわき桜ＲＣ、いわき常
磐ＲＣの 2クラブの申請です。多額になる場合は見
送られる事もあるそうですので当クラブもその辺を
検討し申請したいと思います。私からは以上です。
◎幹事報告－山下喜一幹事
・只今赤津会長よりお話がありました通り昨日いわき
分区会長幹事会が開かれ補助金について話を聞いて
参りました。
・新入会員合同セミナーが10月18日に開催されます。
・いわき分区として浪江、小高、富岡の 3ロータリー
クラブに義捐金を送ろうということになりました。
理事会で検討し決めたいと思います。また、10 月
13 日に 3 クラブ合同のガバナー公式訪問が開催さ
れることになっています。
・来年 2月 5日ＩＭがラピータで開催予定となりまし
た。また、3 月 25 日には地区大会が開催予定と決
まりました。
・入会予定推薦者選出表を作って会員増強を行って
はどうかという話がありましたので髙瀬会員選考増
強小委員長にお願いし取りまとめをお願いしまし
た。

出席状況  正会員数　　　55名　　　　　　　本日出席会員数　　　36名
  本日の出席率　　　75.00％　　　　　　　修正出席率　　　85.46％
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ＳＡＡ　富岡　幸広

　   　　 鈴村　正人会報小
委員長

第 2424 回　例  会　平成 23年 9月 14日 ( 水・晴 )
こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

ロータリーソング
－今月は新世代のための月間です－

4つのテスト
　   髙木　孝道 会員

最年長の方が 81 歳だそうです。そし
て夜の例会に出席される方が 18 名と
なっています。18日はミドリさんに宿
泊し翌日 15 名はオーシャンでゴルフ
をして帰るそうです。ゴルフの申し
込みを回覧中ですので多数の参加を
お願いします。
◇スマイルボックス委員会－佐久間小委員長
・磐城農業高等学校インターアクトクラブの皆様を歓
迎して。後藤、斉藤、富岡、佐久間、児玉、吉野、岩元、
渡辺（勉）、越田和、押田、矢吹、鈴村、鈴木（修）、
金成、嵐、荒川（清）、荒川（義）各会員及び赤津会長、
山下幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。　　赤津会長
・前回例会休んでごめんなさい。　　　　　濱沖会員
・本日早退ごめんなさい。

  鈴木（修）、鈴木（雅）各会員
◎磐城農業高等学校インターアクトクラブ

年次大会報告及び活動報告
　みな様。こんにちは。本日は国際ロータリー第
2530 地区、いわき勿来ロータリークラブ例会にお招
きいただきましてありがとうございました。
　また、この度の震災に際しまして、様々な面で、
私たちインターアクトクラブ、そして、磐城農業高
校に対して、ご支援いただきまして、本当にありが
とうございます。この場をお借りしまして御礼申し
上げます。

　さて、本日は、私たち磐城農業高校インターアク
トクラブの紹介と、これまで行ってきた研修や活動
について、簡単ではありますが活動報告をさせてい
ただきます。不慣れではありますが、どうぞよろし
くお願いいたします。現在の部員数は、1年生が 38
名、2 年生が 6 名、3 年生が 9 名、合計 59 名と、大
所帯の部活動となっております。また、顧問の先生
は、馬場先生、蛭田先生、金成先生の 3名で、毎週
水曜日の放課後、例会を行っております。しかし、3
月 11 日に発生した、大震災により学校は大きな被害
を受けてしまいました。食品製造棟や果樹の農薬散
布施設は倒壊してしまい、鉄筋の校舎の外壁も崩れ、
地面には無数の亀裂が入るなど、震災以前とは比べ
ものにならない姿となってしました。そのため 1学
期は、勿来高校で教室をお借りして授業を行ってい
ましたが、ようやくグランドに仮設校舎が完成し、2
学期からは元の磐城農業高校で授業を再開しており
ます。
　さて、今年の私たちのこれまでの、主な活動とし
ては、植田町の歩行者天国での出展協力や、いわき
勿来ミツバチプロジェクトの一貫で、ヒマワリの種

を、各銀行様や地域のみな様に配布する活動、エコ
キャップ活動を行っています。これまでとは違い、
活動場所が限られてしまいなかなか思うような活動
が行えておりません。そのため、この夏休みには各
部員が、様々な施設で、ショートサマーボランティ
アを行うなど、校外での活動進めるなど工夫して活
動を行っております。また、今後も介護老人福祉施
設「サンライフゆもと」で行われるお祭りに、ボラ
ンティア協力する予定です。また、今年度、いくつ
かの研修会にも参加してきました。
　まずは、国際理解研修会について報告いたします。
この、研修会での報告は前年度に行う予定でしたが、
震災のため報告できなかったため、ここで報告させ
ていただきます。国際理解研修会は、2月 15 日、16
日の 2 日間、天栄村、ブリティシュにおきまして開
催されました。参加者は、新世代委員斎藤様、イン
ターアクトクラブ員の長塚　香さん、佐藤みゆきさ
ん、下山田優美さん、顧問の金成先生の 4名で参加
してきました。ブリティシュヒルズは天栄村の、雪
深い、山あいにあり、建物は、英国風の様式で、一
言で言うと、ハリーポッターの映画のような感じで
した。ブリティシュヒルズで使用する言葉は全て英
語のみと決められており、チェクインなど全ての活
動は英語で行いました。また、英会話研修、アイス
キャンドル作りなど、すべて英語を使った研修となっ
ており、2日間の研修を通して、相手の話を聞く、ヒ
アリングに関しては、完全とはいかないまでも、半
分は理解できるようになりました。そして、日頃の
英語の勉強の大切さを実感しました。
　次は、6 月 23 日、福島県青少年会館で行われた、
インターアクトクラブリーダー研修会について報告
します。参加者は新世代委員齋藤様を始め、私たち
インターアクトクラブ 8名と顧問の金成先生とで参
加してきました。この研修では、インターアクトク
ラブの起源や組織についての講義をはじめ、各学校
のインターアクトクラブのリーダーとして必要な、
知識や考え方を学ぶために行われました。活動では、
各学校の生徒と、話し合いをしたり、分科会に分か
れて、災害時のボランティア活動の実践例や、被災
した子供たちを楽しませる手段としてバルーンアー
トを学びました。
　次に、国際ロータリー第2820地区、第15回インター
アクトクラブ年次大会に参加した時の報告をさせて
いただきます。日時は、8月 21 日、場所は茨城キリ
スト教学園高校で開催され、新世代委員長の後藤泰
治さんをはじめ、私たち 6名と、顧問の金成先生と
で参加してきました。今回の年次大会の参加は、私
たちにとって、県外のインターアクトクラブとの初
めての交流となり、後藤さんの計らいにより実現と
なりました。この年次大会では「隣人を愛する」と
言うテーマで行われ、マザーテレサの、貧しい人に、
その生涯をささげた生き方を学びました。また、福
島県の年次大会とは異なり、各学校活動報告をプロ
ジェクターで発表したり、韓国への海外研修などの
報告もありました。私達、磐城農業高校も、学校の
様子や活動の報告を行ってきました。県を超えての
研修は、私たちが今後活動を行って行くうえで大変
参考となりました。


