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委員会・報告事項

例会行事

続き

提出を失念している会員には、早急の提出をお
願いします。
■ ロータリー情報委員会 松野 秀計
ＩＧＭ ８月２５日（金）を行います。
■ 社会奉仕委員会 小森 保敏
８月２３日（水）若松学園夏季キャンプを１６
：００より行います。尚、会場が天候の都合で
グリーンプラザみやまより若松学園に変更にな
りました。

幹事報告（敬称略）
西垣 康紀
岐阜北ロータリークラブ定款・細則・内規が改
定されます。

ＩＡＣ年次大会報告会

続き

すので、国際交流に役立てればいいと思ってい
ます。先程、永瀬会長が最初のご挨拶で、８月
に開催された「インターアクト年次大会」で
のオーストラリアからの交換学生スピーチを紹
介されました。”オーストラリアを代表して、
日本に来ているとの自覚を持っている”のフレ
ーズが胸に刻み込まれている、と。私も全く一
緒で、皆がこのような気持ちを持っていれば、
世界はもっと過ごしやすくなるのでは、と思い
ます。
インターアクト部の顧問になって、ＲＣの会
員の方々のやさしさに接し、年次大会では、高
柳先生の記念講演「レクリエーションは世界を
つなぐ」で、ＲＣの会員の方々が本当に楽しく
参加されていたことに感銘を受けました。今後
ともよろしくお願いいたします。
■

２年生 酒井 杏香 様
私は、今回のインターアクト韓国派遣を通し
例会行事 ＩＡＣ年次大会報告会（敬称略）
て学んだことがたくさんあり、私にとって本当
に貴重な経験になりました。
■ 岐阜城北高校 顧問 服部 佐知子 先生
韓国に行く前は緊張や心配のほうが大きかっ
インターアクト部の顧問として、３年目とな
たのですが、到着するとホームステイ先の家族
ります。１年目にＲＣの例会に参加させていた
の方々が歓迎してくださったり、ケーキや花束
だいたときは、緊張ばかりしていてよく覚えて
のサプライズまでしてくださり、緊張がほぐれ、
いませんでした。３年目でようやくＲＣの雰囲
ホームステイを楽しむことができました。
気も実感できました。始めに歌われたロータリ
２日目は韓国のインターアクト年次大会でし
ーソングで、”どこで会ってもやあーといおう
た。宿舎に泊まり、様々な体験をしました。自
よ・・・”を実践していることを、先日開催さ
分たちのパフォーマンスでは、韓国のみんなが、
れた「インターアクト年次大会」でも感じまし
掛け声で盛り上げてくれたので精一杯踊ること
た。子供たちにも、挨拶の大切なことを感じと
が出来ました。韓国のみんなのダンスもとても
ってもらいたいと思います。
上手で凄くかっこよかったです。そのあとはプ
毎年、年次大会や地区協議会へインターアク
ト部が参加することにつきましては、ＲＣには、 ールに入って遊び、キャンプファイヤーをしま
した。夜遅くまで歌って踊ってとても疲れたけ
お世話になってばかりいます。それに加え本年
ど、新しい友達ととても楽しい時間が過ごせま
は、韓国への派遣や長良川清掃もご一緒させて
した。もちろん言葉の壁はありましたが、スマ
いただき、ありがたく思っています。また、本
ートフォンの翻訳機能アプリを使ったり、ジェ
年の年次大会では、参加した人全員に、”ＲＣ
スチャーをしたりすることでお互いに伝えあう
ＩＡＣ”のロゴが入ったポロシャツが配布され
ことができました。そのおかげで、韓国語の日
ました。このポロシャツを着て、名鉄岐阜駅前
常会話が少しわかるようになりました。
やマーサで行う募金活動や１０月の長良川清掃
３日目はショッピングに行きました。私が服
活動を行いたいと思います。１０月の清掃も、
やコスメが欲しいと言うと、ホストファミリー
ＲＣとご一緒させていただければと思っていま
のイング（高２）が友達を紹介してくれていろ
す。
いろな所へ連れて行ってくれました。日本より
も、韓国のほうが、例えばＴシャツ１枚でもデ
■ 岐阜城北高校 インターアクト部 顧問
ザインの幅が広く、様々な形のものがあるよう
山口 直美 先生
に感じました。食べ物では、桃が丸ごと１つ盛
岐阜城北高校へ来て９年目になりますが、イ
り付けてあるかき氷（ピンス）がとてもインパ
ンターアクト部の顧問は本年の４月からです。
クトがあって味も美味しかったです。
インターアクト部は、ボランティア活動と国際
４日目はエバーランドという遊園地に行きま
交流を行う活動であり、私自身、英語の教師で
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会報・広報 ４月担当 川崎 賢二
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Ⰻࡽᑠࡉ࡞ࢆᏲࢁ࠺ࠋࠖࢆࢸ࣮࣐άື
ࡋࡲࡋࡓࠋ㸳㹼㸵ேࡢࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚ࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ࣐࣮ࢧ᮶࡚࠸ࡿ
᪉ࠎࠊࠕເ㔠άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡼࢁࡋࡃ
࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࠖࡁ࡞ኌ࡛ࡧࡅࠊເ㔠
ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡣࠊࠕ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋࠖ࠾♩ࢆゝ࠸ࠊ⣙㸰㛫άືࢆࡋࡲ
ࡋࡓࠋ࡚ࡶࡓࡃࡉࢇࡢ᪉ࠎࡀເ㔠ࢆࡋ࡚ୗࡉ
࠸ࡲࡋࡓࠋᑠࡉ࡞Ꮚࡶࡽࡈᖺ㓄ࡢ᪉ࡲ࡛ᖜ
ᗈ࠸᪉ࠎࡀເ㔠ࢆࡋ࡚ୗࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋάືࢆࡍ
ࡿ୰࡛ࠊເ㔠ࢆࡋ࡚ୗࡉࡿ᪉ࠎࡢඃࡋࡉࢆឤࡌ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲ࡛ࡣ࠶ࡲࡾເ㔠ࢆࡋ
ࡓࡀ࡞ࡗࡓࡅࢀࠊເ㔠ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺❧ሙ
ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡛ࠊເ㔠ࢆࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉເ㔠ࡼࡗ࡚ᩆࢃࢀࡿࡀ࠶ࡿࡇࡶᏛࡧࠊ
࣎ࣛࣥࢸࡢᚲせᛶࢆᙉࡃឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࡛⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
ࠉڦ㸰ᖺ⏕ࠉ⏣ཱྀࠉ┿⾰ࠉᵝ
ࠉ⚾ࡀ㸯␒ຊࢆ࠸ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ͇࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ
࢟ࣕࢵࣉὙ࠸͇࡛ࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣẖ㐌Ỉ᭙᪥ά
ືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢάືࡢࡓ࠸ࡣࢇࡀ
࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࢟ࣕࢵࣉὙ࠸ࢆࡋࡲࡍࠋ
ࠉᑠᏛᰯࡢ㡭ࡽ࢟ࣕࢵࣉ㞟ࡵࢆࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ
ࡀࠊ㧗ᰯ࡛ࡇࡢ㒊άࡣ࠸ࡿ๓ࡣ࡞ࢇࡢࡓࡵ
㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡢ⌮⏤ࡣࡣࡗࡁࡾ▱ࡾࡲࡏࢇ࡛
ࡋࡓࠋ
ࠉࡋࡋࠊࡇࡢࣥࢱ࣮ࢡࢺ㒊ධࡗ࡚࢟ࣕ
ࢵࣉࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡛㏵ୖᅜࡢேࡓࡕࢆຓࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋ࢟ࣕࢵࣉ
㸶㸮㸮ಶࢆᴗ⪅Ώࡍ㸰㸮࡞ࡾࠊ࣡ࢡࢳ
ࣥࢆ㸯ᮏ㈙࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣ࠸ࡘࡶ
ఱࡶ⪃࠼ࡎࠊ㣧ࡳ≀ࢆ㣧ࡳࠊ㣧ࡳ⤊ࢃࡗࡓ࣌ࢵ
ࢺ࣎ࢺࣝࢆࢦ࣑⟽ᤞ࡚࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᤞ࡚ࡓ
࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡢ࢟ࣕࢵࣉࡀㄡࡢࢆຓࡅࡿ
ࡶࡋࢀ࡞࠸࠸࠺ࢆ▱ࡽࡎ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉࡑࡢᐇࢆ▱ࡗ࡚ࡽ⚾ࡣࠊࠕ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ
࢟ࣕࢵࣉࢆᑡࡋ࡛ࡶከࡃࠊ㞟ࡵࡼ࠺ࠖࡑ࠺ᛮ࠺
ࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⮬ศࡢ⾜ື࡛ㄡࡢࡀຓࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ㄡࡢຊ࡞ࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺ᛮ࠺ࡇ
ࡢࣥࢱ࣮ࢡࢺ㒊ࡣࡍࡈࡃពࡢ࠶ࡿ㒊άࡔ
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⾜ࠉ㹇㸿㹁ᖺḟሗ࿌ࠉ⥆ࡁ

㸶᭶㸰㸱᪥㸦Ỉ㸧ⱝᯇᏛᅬࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉ

ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡁࡗࡇࡢ㒊άࡣ࠸ࡗ࡚࠸࡞

ࡗࡓࡽ࣎ࣛࣥࢸάືࡶࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓ
ࡔࢁ࠺ࡋࠊ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࢟ࣕࢵࣉ㞟ࡵࡢᮏᙜࡢ
ពࡶ▱ࡽ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡔࡽࡇࡢ㒊άධࡗ࡚ࡼࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍ
ࡋࠊࡇࡢࣥࢱ࣮ࢡࢺ㒊࠸࠺㒊άࡾࢆ
ࡶࡗ࡚ࡇࢀࡽࡶࡗⰍࢇ࡞άືཧຍࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࠊ㸰ᖺ⏕࡛㸱ᖺ⏕ࡽ᪂ࡋ
ࡃධࡗ࡚ࡃࡿ㸯ᖺ⏕࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࢟ࣕࢵࣉὙ

࠸ࢆࡸࡿពࢆࡋࡗࡾఏ࠼ࠊࡇࡢάືࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡃࡇࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ᪥ࡣ࠶ࡾࡀ࠺

ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

㢼ᬒ





ḟᅇࡢࡈෆ
➨㸯㸴㸶㸶ᅇࠉࠉ㸷᭶㸱᪥㸦᪥㸧
ᒱ㜧࣮ࣟࢱ࣮ࣜ࢝ࢵࣉࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ
㛤ᘧࠉᒱ㜧࣓ࣔࣜࣝࢭࣥࢱ࣮
ᢸᙜ⪅㸸㟷ᑡᖺዊጤဨ


ࠉࠉࠉࠉࠉሗ࣭ᗈሗࠉ㸶᭶ᢸᙜࠉ㛗㔝ࠉ㕲ྖ
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