
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
　　　　　　　　　　　　　　　　生徒　6名
　　 会 員 卓 話　　　後藤　泰治 会員

◎会長報告－髙萩勝利会長
　皆さん、今日は。最初にゲストの方のご紹介を致
します。磐城農業高等学校インターアクトクラブ顧
問の金成先生と生徒さん 6名です。後程、斉藤隆新
世代委員長からご紹介をお願いします。会長報告に
入りますが 23 日㈰に大観荘に於いて観月家族例会が
行われました。親睦活動委員会の皆さんには大変ご
苦労をおかけ致しました。盛大に観月会を開催する
ことが出来大変ありがとうございます。本日はいろ
いろと報告する内容がありますので会長報告は以上
で終ります。
◎幹事報告－冨澤藤利幹事
・9月 28 日に第 2回のいわき分区会長幹事会が平で行
われます。内容は 8月 23 日に公演した「葉っぱの
フレディ」の報告、ガバナー公式訪問の日程等でした。
・いわき勿来ロータリークラブ創立 50 周年記念事業
モニュメント除幕式を 10 月 8 日㈪植田駅前にて午
前11時集合で行います。全員当クラブのジャンパー
とネクタイ着用でお願いします。
・いわき平、いわき小名浜、いわき鹿島、いわき平中
央各クラブより週報並びに 10 月プログラムが届い
ておりますので回覧中です。
・猪苗代湖水草除去が 10 月 7 日に実施予定です。参
加者にはスケジュールをファックスで送信致してお
ります。昨年参加者は 11 名でしたが今年は 15 名出
席を予定しています。
◎各委員会報告
◇出席委員会－髙木小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は
出席奨励賞を差し上げたいと思います。川口会員前

出席状況	 正会員数　　　　　	 	 	 51 名　　　　本日出席会員数　　　　　	 	36 名
	 本日の出席率　　　	78.26％　　　　修正出席率　　　　　　	 	82.60％
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の方へどうぞ。おめでとうございます。

◇スマイルボックス委員会－富岡副委員長
・磐城農業高等学校インターアクトクラブの皆様の来
訪を歓迎して。
鈴木（雅）、後藤、赤津、斉藤、秋山、峯口、川口、
橋本、山下、鈴木（修）各会員及び渡邉公平ガバナー
エレクト、髙萩会長、児玉副会長、生駒会長エレクト
・楽しい観月家族例会ありがとうございました。親睦
活動委員会の皆様に感謝致します。
渡邉（國）、富岡、矢代、押田、赤津、小松崎、嵐、
金成、本間各会員及び髙萩会長、生駒会長エレクト
冨澤幹事
・東田町出羽神社の鳥居が昨年 3月の東日本大震災で
倒壊し、この度、新しい鉄製の鳥居が宮川宮司の神
事に続き完成を祝いました。　　　　　　赤津会員
・昨日鈴木修一郎会員がＦＭいわきで 50 周年記念除
幕式の紹介しました。御苦労様でした。　吉野会員
・9月 25 日のいわき勿来ゴルフ愛好会のゴルフ大会
で優勝いたしました。　　　　　　　　　後藤会員
・出席奨励賞ありがとうございました。　　川口会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　荒川（清）会員
・前回の例会休んでごめんなさい。髙瀬、岩元、佐野、
鈴村、荒川（義）、松崎、馬上各会員
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　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

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
　　佐野　　健	会員

◇ 50周年記念事業委員会－吉野委員長
　ブロンズ像が完成致しまして、
10 月 8 日 11 時に集合し 11 時 30 分
から除幕式を開始致します。終り
ましたらミドリへ戻って例会を開
き北郷先生の卓話をお聞きしたい

と思います。出欠はファックスを送っておりますの
で返事がまだの方は至急お願いします。
◇ミツバチプロジェクト－生駒会長エレクト

　日頃はいわき勿来ミツバチプロ
ジェクトにご協力戴きまして誠に
ありがとうございます。今日は、
会費とストラップの件でご案内を
致します。製作しておりました

ストラップが完成致しましたので 800 円でお分けし
てその資金を環境保全へ使いたいと思っています。
ご協力宜しくお願いします。
◎磐城農業高等学校インターアクトクラブ報告

インターアクトクラブ
　顧問　金　成　　力 先生

　インターアクトクラブ顧問の金
成力と申します。本日はインター
アクトクラブ部員 6 名と一緒にお

邪魔させて戴きました。このような場で発表するこ
とはあまり経験がありませんので拙

つたな

い内容になるか
もしれませんが今後共にご支援をお願い致します。
これまでの活動の内容を発表をさせて戴きますので
宜しくお願いします。

☆皆さん、今日は。私達は磐城農業高等学校インター
アクトクラブです。日頃より私達へのご協力ご支
援ありがとうございます。また、本日はいわき勿
来ロータリークラブの例会にお招き下さりありが
とうございます。現在 1年生 17 名、2 年生 24 名、
3 年生 16 名が所属しています。毎週水曜日の放課
後例会を行っています。また、休日や日曜日には
イベントやボランティア活動も行っています。昨
年は勿来ロータリークラブ 50 周年記念式典と共に
インターアクトクラブ 40 周年記念式典が挙行され
ました。私達インターアクトクラブ部員も 11 名が
参加させて戴きました。今年の活動の初めは国際
理解研修会です。2 月 13 日と 14 日の 2 日間、天
栄村で行われました。英語の研修がさまざまな活

動を通して行われました。次は幸せのクローバー
運動です。津波で被災した岩間、小浜、須賀各地
区の皆さんとロータリークラブ、ミツバチプロジェ
クト、クリーンコールパワーの皆さんでクローバー
の緑でうるおいを取り戻そうと行われました。次
はリーダー研修会です。6月 22 日㈮いわき市労働
福祉会館を会場に 63 名の参加者で開催されまし
た。今、私達に出来る今後の活動について考える
目的で行われました。研修会は津波で被災した地
区を視察しガレキの山を見て来ました。次に年次
大会です。8 月 6 日と 7 日の 2 日間福島で開かれ
ました。1 泊 2 日を通し他校と交流を図りいろい
ろなことを学んで来ました。
◎会員卓話－第 44 代会長　後藤　泰治会員
　皆さん、今日は。磐農インターア
クトクラブの皆さん本当にありがと
うございました。卓話は入会して 3
度目になります。1回目は入会してす
ぐに新入会員卓話ということでお話
させて戴きました。私が勿来ロータリークラブに入
会したのは平成元年 11 月 1 日でその時の会長が松崎
廣近会員、幹事が富岡幸広会員でした。会員数は当
時 67 名で 2つのクラブにするという話しが盛り上っ
た頃です。現在までに亡くなられた方、退会された
方が 51 名、現在その当時在籍されて残っている会員
が 16 名です。私より若い会員は吉野会員 1人です。
入会して最初の委員会はＳＡＡでした。当時例会は
東邦銀行の 2階で開催しておりました。例会場に入
るのは東邦銀行の脇入口で、例会の時会員のみが通
る入口で会員以外の方の浸入を防ぐためＳＡＡが警
備しておりました。11 月に入会し翌年 1月にケガを
して入院し自宅静養して 7月にロータリーに出まし
たら青少年副委員長（新世代委員会）を仰せ付かり
ました。青少年委員長が錦電子の香川さんで、8月に
インターアクトクラブ年次大会が山形県酒田市であ
るので香川さんと私の車 2台でインターアクトの生
徒さんを乗用車に乗せて 2泊 3 日で行って来ました。
その頃ロータリーはイエスがあってノーは無いとい
うことで酒田へ行った思い出があります。インター
アクトクラブに活動資金が無い為、顧問の先生と協
議しロータリアンとインターアクトの生徒さん合同
でバーベキューを行い、その後周辺の清掃作業を行
う計画を立てました。ロータリアン全員に招待状を
出し参加を呼びかけましたら大勢の方に参加戴き、
欠席の方からもお祝や心ずくしを頂戴し、そのお金
を顧問の先生に大事に使うようにお渡し致しました。
そして設立から 29 年目の平成 10 年度よりインター
アクトクラブは部活動と認められ、他の運動部やク
ラブ活動と肩を並べる位置付けとなりました。それ
も石川校長先生や顧問の折笠先生の協力とご理解の
お蔭と感謝しております。紙面の都合で割愛致します。


