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● ロータリーソング「我らの生業」 

● 永井宏樹 様(第 2550 地区インターアクト委員会 委員長・宇都宮 RC・卓話者) 

 

   みなさんこんにちは。 

今週の日曜日、いよいよ 「ガバナー主催 第 24回 親善野球大会」が開催されます。無

事成功をおさめ、次大会ホストの第６グループロータリークラブにつなぎたいと思います。 

大会当日は、大勢のお客様をお迎えいたしますので、会員の皆様のサポートが必要となりま

す。役割も担当ごとに分かれていて、各自、大変だと思いますが、どうぞご協力宜しくお願い

致します。あとは、当日の天気を祈るばかりです。 

本日の会長の時間は、ポール・ハリス語録の中にある「友情」についてのお話しです。 

他者の中に よい点を見つけようとする人は、自分も報われます。というのは、今度は 自分

の中の良い点を 他者が必ず見つけてくれるからです。地上の寂しく孤独な生物の中で最も希

望のないのは、同胞を愛さない人です。と書いてあります。みなさんはどう感じたでしょう

か？私は、ロータリーに限らず、仕事、家庭、そして、生活していく上で、とても必要な事な

のかなと思いました。 

 

   § 5月 6日市内 10クラブ親善ゴルフ大会のチャリティ募金に関する記事が下野新聞に掲載され

ました。回覧いたします。 

お知らせ 

☆1796年 5/14「種痘記念日」＊イギリスの外科医ジェンナーが初めて種痘の接種に成功した。 

 ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

☆ 5/14 「イエローデー」  4月 14日の「ブラックデー」を過ぎても恋人ができなかった男性

は、この日に黄色い服を着てカレーライスを食べないと恋人がで

きないと言われている。 

 参考までに 2/14         3/14       4/14 

      バレンタインデー / ホワイトデー / ブラックデー というそうです。          

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

    会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

5 月 第 2 例会          

2019 年 5 月 14 日(火)     会員数 41 名 出席数 30 名 

tel:028-
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§5月号 

 横書き P26 米山記念奨学会 学友会記事 

 縦書き「愛があるなら戦いなさい」P9八戸東ロータリークラブ皆出席報告 

 

§地区研修協議会プログラム報告・目的の発表がございました。 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。いよいよ今週の日曜日に第 24回親善野球大会が開催され

ます。今大会は、当クラブがホストですので、ご協力よろしくお願い致しま

す。ニコニコします。 

§長 正英会員  先週の地区研修協議会、参加の皆様、大変お疲れ様でした。次年度のクラブ

リーダーのための研修は、有意義でしたでしょうか。湯浅会長エレクトのも

と、素晴らしい 1年になることを期待しています。 

§古矢幸伸会員  先日、地区研修協議会、参加された方、ご苦労様でした。 

§髙橋順也会員  本日は、お忙しい中、永井インターアクト地区委員長様、お越しいただきま

してありがとうございます。心に残るお話、期待しております。 

§上杉哲也会員  永井インターアクト委員長、本日の卓話よろしくお願い致します。 

§杉本 勝会員  インターアクト委員長永井様、本日は卓話よろしくお願い致します。 

§関 夫美会員  皆様こんにちは。ゴールデンウイークに家の断捨離をしまして、とてもスッ

キリしたのでニコニコします。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 13,000 円 

 

 

議題：青少年奉仕について 「インターアクトについて」 

第 2550 地区インターアクト委員会 

委員長 永井宏樹 様 

 

インターアクトとは 

インターアクトクラブとは International Action（国際的活動）を意味し、年齢１２歳から１

８歳までの青少年または高校生のために、ロータリークラブが提唱する奉仕クラブで、楽しく

意義のある奉仕プロジェクトに参加をする機会を青少年に与えるものです。現在、世界で１６

２以上の国と地域に１万８０００以上のクラブがあり、当地区では 17クラブ 650名程のイン

ターアクターが積極的に活動をしております。今年１７校目のインターアクトクラブが宇都宮

商業で誕生しました。 

 

ロータリーの友紹介 

 

 

 

 

次年度幹事報告          薄久保 大輔 次年度幹事 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員 

 

 

 

 

クラブフォーラム 
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インターアクトクラブは、独自の定款細則を持ち、高校を基盤に結成される場合は、学校の課

外活動規則に従い、学校当局の協力の基に提唱ロータリークラブが指揮監督をすることとなっ

ております。各クラブに独自の活発的な活動をサポートし、各個人の個性を伸ばすことが展開

されます。また、ロータリアンの予備として結成されている１８歳〜３０歳までのローターア

クトクラブに繋がっていくことを期待します。 

活動計画 

毎年７月初めに計画を行う（スポンサークラブおよびインターアクトクラブ年初） 

スポンサークラブの青少年奉仕またはインターアクト委員長は各インターアクトクラブに出向

き、例会の運営および指導と年間スケジュールの打ち合わせを行っております。 ・地域社会

に貢献する活動（社会奉仕）・国際理解を推進する活動（国際奉仕）・リーダーシップの確立

（クラブ奉仕）・インターンシップ・相談（職業奉仕）  この４項目を目的としてプロジェ

クトを構成し、インターアクトクラブの役員で協議 決定後、資金の調達および協力は提唱ク

ラブのインターアクト委員長に相談。青少年委員長は理事会に提出し、承認をいただく。また

毎月１回 スポンサークラブ委員長はオブザーバーとしてインターアクトクラブの例会に参加

する。 

４つのプロジェクトを紹介 

文星芸術大学付属高校インターアクトクラブ 

宇都宮女子高校白百合インターアクトクラブ 

この２校の活動状況をもとに紹介します 

地域社会に貢献する活動 足尾に緑を育てる会主催・春の植樹デーに参加、16校のインターア

クトクラブが参加。約８００段の階段を、苗木をかついで登ります。初心者用には１５段だけ

登って植樹ができる B ゾーンもございます。 

国際理解を推進する活動 

 海外研修  国際奉仕委員会とクロスプロモーション RI District 3470台南・嘉義地区と

の相互交流２月に台湾から来訪。３月に栃木から訪問し、お互いに約５０名のインターアクタ

ーを派遣、文化交流と語学交流をメインとし、国際理解・奉仕を推進する活動。 

文化祭・学園祭にてインターアクトクラブブースを出店 

ポリオ撲滅 国際理解についてインターアクトクラブを宣伝 

リーダーシップを養成する活動 

地区大会・年次大会・ライラ 

年次大会 

年に一回 １６校のインターアクトクラブが集結 年間の活動報告を行う。 

午後はホストの高校が趣向をこらしたプログラムや基調講演で活動する 

地区大会 

青少年奉仕部門にて参加  日頃ご支援をいただいているロータリアンにアッピール 

活動報告をおこなう。2015-16年度の RI会長賞 ５校がいただく。そのうちの２校は文星芸大

附属高校インターアクトクラブ 宇都宮女子高校白百合インターアクトクラブです。 

ロータリーユースリーダーシップアワード 

若いリーダーを養成するセミナーを開催  高校生は１日間で模擬国連を行う。 

模擬国連（Model United Nations)とは、参加者が各国の大使となり、国連の会議をシミュレ

ートすることにより、安全保障、軍縮、開発、人権、環境、平和維持などの国際問題を多角的
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な視点から学ぼうという学習活動の一環です。ただ単に国際問題を学ぶだけではなく、その活

動生かして社会に出る際の基本的なスキルになる、リサーチ能力・コミュニケーション能力・

プレゼンテーション能力を身につけることができます。なによりも国際社会の意思決定を体験

する、つまり「外交を肌で感じることができることが特徴です。後々は全部英語にて出来るよ

う努力がなされております。 

RYLA 

５大奉仕部門の一つ 青少年奉仕部門 その中にインターアクトはあります。クロスプロモー

ションを図り 1年交換、短期交換で青少年交換連携をはかりインターアクトを卒業するとロ

ーターアクトへ  リーダー養成で RYLA多彩なプログラムを用意しております。青少年交換

委員会では５カ国と学生の交換事業を行なっております。アメリカ・フランス・イタリア・タ

イ・台湾の国で交換しております。 

 

 

 

Aブロック 優勝 鹿沼ロータリークラブ  準優勝 宇都宮東ロータリークラブ 

Bブロック 優勝 宇都宮陽北ロータリークラブ  準優勝 宇都宮 90ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストクラブとして、皆様大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

第 24 回地区親善野球大会報告 2019 年 5 月 19 日(日)  
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1123 回 

5 月 28 日(火) 

新入会員卓話 

庭野 宏隆 会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1124 回 

6 月 4 日(火) 

新入会員卓話 

荻原 美岐 会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1125 回 

6 月 11 日(火) 

招待卓話 

YUSUKE OFFICE 佐藤 悠介 様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1126 回 

6 月 18 日(火) 

会員卓話 

田中 豊治会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1127 回 

6 月 25 日(火) 

夜間例会 

最終例会 
18：30～ ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告    山口 友邦 委員長 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   5名 

出席数   30名   前々回訂正   31名 

欠席数    11名   前々回訂正率  

出席率  73.17％        75.61％ 

 

次回例会予定 

 第 1122 回 5 月 21 日(火) 

招待卓話 

「青少年奉仕について」 

地区青少年奉仕委員長 二十二 修 様 


