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「インターアクト地区大会に参加して」 

 

インターアクト委員長 中村吉晴 

 

昨年 11月のインターアクト地区大会（奈

良ＲＣ提唱、奈良市立一条高等学校ホスト）

には、わがクラブ提唱の東山高校インターア

クトクラブからは 12 名のアクターが参加し

てくれました。私も木村副委員長とともに参

加させて頂き、多くのアクターや顧問の先生

方、地区委員の方々と交流し、二日間にわた

り、大変有意義な時間を過ごすことができま

した。参加されている各学校の顧問の先生方

からは、インターアクトクラブの活動を通じ

て生徒たちには多くを学び、成長して欲しい

という教育者としての熱い想いを聞かせて

頂き、インターアクトクラブの活動への期待

の大きさを感じました。 

 この地区大会では、英語を使う体験学習

が行われました。一日目に奈良筆や握り墨、 

 

 

柿の葉寿司の手作りを体験し、二日目には、

ならまち周辺で外国人観光客に英語で話し

かけ、奈良筆やにぎり墨について英語で紹介

して、奈良の伝統文化を説明した上でそれら

の品をプレゼントするという企画でした。最

初は恐る恐る外国人に話しかけていたアク

ターたちも、英語がうまく通じなくても、身

振り手振りでなんとかなることがわかると、

積極的にアプローチするようになり、集合時

間に遅れそうになるくらい楽しい時間を過

ごしました。多くのアクターにとって、学校

で勉強している英語を実際に使ってみるま

たとない機会になったと思います。 

 地区大会はアクターにとって、日頃接触

する機会が少ない他府県の仲間たちと寝食

を共にし、刺激し合って成長する貴重な機会

であると思います。また、今回ホスト校とし

て迎えてくれた奈良市立一条高等学校のア

クターの皆さんは周到な準備をしてくれ、二

日間とても頑張ってくれました。 
（裏面へ続く） 

２０１５－１６年度 

国際ロータリー会長 

K . R .ラビンドラン  
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中澤忠嗣 

会長(理事) ·········· 岩橋 忠昭 
会長エレクト(理事) ·· 渡辺 剛士 
直前会長(理事) ····· 小野 富造 
副会長(理事) ······· 戸田 義高 
幹事(理事) ·········· 岡武 和暁 
クラブ管理(理事) ···· 木村 安輝 

(理事) ··· 薮下 清三 
広報(理事) ·········· 岸  弘祐 
会員増強(理事) ····· 坂田  均 
 

副会計 ········· 松下 明史 
･･松井 信五 

 ················· 中村 翠嵐 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥 

(役員) ·· 山本 眞也 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子 
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄 
社会奉仕(役員) ····· 郡  正樹 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴 
会計(役員) ··········  淳二 
 

副幹事 ········· 中村 翠嵐 
副幹事 ········· 佐々木虚室 
副幹事 ········· 村岡 正浩 
副幹事 ········· 布施 栄一 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村  
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三 

-平和と紛争予防と紛争解決月間- 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

ロータリーソング♪奉仕の理想 

会長挨拶 

来客紹介 

奨学金授与 

幹事報告 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 ２月２日（火） 

第８回定例理事・役員会  例会終了後「平安の間」 

新会員歓迎会  18：00～「晴鴨樓」 

 

 

 
前回例会報告 
会員数 74（27）名 出席者 50（14）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 82％ ゲスト 0名 
第 2315出席率    93.75％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ２月９日（火）  東館４Ｆ「葵殿」   

-スピーチ- 

「Ｉ.Ｈ連続６５年出場の軌跡」 

東山高校卓球部 監督 宮木 操氏 

 （ライトランチ） 

次週の会合 ２月９日（火） 
第３回次年度理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
京都東山ＲＡＣ準備例会 19：30～「八千代」 
 

２０１６年２月２日 第２３１９回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－２７ 
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『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 

 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 

 

Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 
Kanazawaminami 

 



 

 

ホストとして大変だったと思いますが、その

準備から当日の運営まで様々な経験をしたこ

とで、同校アクターのみなさんが今回一番成

長したに違いありません。 

 今年度は奈良での開催となった地区大会

ですが、京都開催、ホストを務める機会が与

えられたら、わが東山高校インターアクトク

ラブのみんなにも、準備から当日の運営まで、

その持てる力を存分に発揮してもらいたい、

そして様々な体験を通じて、大きく成長して

欲しいと願っています。 
 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続８年間 平野君 

❁誕生日 

西村(孝)君１日  小林君 １６日 

谷川君 ２６日  

❁夫人誕生日 

井川君夫人 真奈さん ２日 

山本君夫人 弘枝さん １４日 

村岡君夫人 恵子さん ２１日 

❁結婚記念日 

木村(安)君２日 井上(正)君２日 川中君 ３日 

戸田君 ３日    

 

幹 事 報 告  
■平和と紛争予防と紛争解決月間 

今月は、平和と紛争予防と紛争解決月間です。皆様ご

理解のほど宜しくお願い致します。 

■確定申告用寄附金領収書 

昨年一年間の、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山記念奨学会へのご

寄付に対し、確定申告用の領収書が届きました。本日

該当の会員様のポストへお配りしています。 

■「京都マラソン」スタッフウェア配布 

2/21（日）京都マラソンのスタッフウェア一式とボランティ

アマニュアルを配布致しました。当日は、8：40集合「京

都市美術館前」、例会「岡崎公園内テント」10：30（予定）

～、慰労会「ザ・ガーデン岡崎」15：30（予定）～です。

皆様のご協力よろしくお願い致します。 
 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【1/26（火）新年例会】  
中西 RA副委員長、渡辺会長エレクト、岡武幹事、小森
会員が出席されました。ごくろうさまでした。 

同 好 会 情 報  
・ロータリーほろにが会 2/9（火）18：00～「レストラン菊水」 

・野球同好会 練習試合（VS伏見 RC） 

2/11（祝）12：00～14：00 「岡崎グラウンド」 

そば会 2/9(火)18:30～「今長」東山大和大路松原西入 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/26＞ 

ロータリー財団 計 60,000 円 累計 936,800 円 

 達成率 60.8％ 

ロータリー財団協力会より。  松井君、山田君 

    深海君、寄本君 

＊山田会員は、先月の寄付にてポールハリス・フェロー

になられました。おめでとうございます。 

米山記念奨学会 計 30,000 円 累計 654,000 円 

 達成率 54％ 

一助に。 渡辺君、坂田君 

寒中御見舞い申し上げます。 中村（弘）君 

ニ コ ニ コ 箱 計 45,000 円 累計 2,162,000 円 

 達成率 72.1％ 

“職業奉仕フォーラム”担当吉田（武）職業奉仕委員長、

本日はごくろうさまです。 

 吉田（良）君、中村（弘）君、磯田君、柴田君 

 西村君、小山君、今村君、岩橋君、渡辺君、上村君 

 清水君、今井君、谷口君、岡武君、布施君、中西君 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピ―チ-「フィンテック（FinTech）の現状」                        角元敬治氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん -京都平安 RC との合同例会-「アナウンサーの仕事と震災取材」 KBS 京都ｱﾅｳﾝｻｰ 木村寿伸氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「手に手つないで～ウェブでも実践」 地区広報・雑誌委員会 委員長 生駒ロータリークラブ会員 中谷裕二良氏 

 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「自己紹介」  会員 大津裕太氏 

 京 都 朱雀 京都東急 H ～60.70.80 年代 洋楽ミニライブ  JADE（ジェイド）様 
2/4 京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 新会員スピーチ  松本幸治氏、岡田悦治氏、秦 健二氏、北川貞大氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「レーザーよもやま話」  学校法人光産業創成大学院大学 教授 坪井昭彦氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「社会人野球うらおもて」  野球審判 中川雅夫氏 

 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「マジックショー」 マジシャン マイルド山本氏 

 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「シンギングボウル演奏」 ｼﾝｷﾞﾝｸﾞﾎﾞｳﾙ・ﾋｰﾘﾝｸﾞｻﾛﾝ 京一倫 主宰 山本恵子氏 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「未定」  一社）京都府サッカー協会 理事 和田りつ子氏 

 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「東日本大震災における災害派遣」-22 連隊 144 日間の活動-  自衛隊京都地方協力本部長 國友 昭氏 

 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「国際奉仕の話」  国際奉仕委員長 萩原暢子氏 
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京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「未定」 陸上自衛隊 中部方面後方支援隊中部方面輸送隊長 一等陸佐 寺井優子氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「過去から未来への遺産」  会員 櫻木稔彰氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「京都会館からロームシアター京都へ」 ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都 支配人兼ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 蔭山陽太氏 

 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「追悼例会 故 猪野 愈会員を偲んで」 
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京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員ｽﾋﾟｰﾁ  会員 高橋晴男氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「創立 40 周年記念事業アピール」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「入会雑感」  会員 糟野雅治氏、太田智之氏 

 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「鏡づくりの山本家と青銅鏡の歴史」  ㈱山本合金製作所 会長 山本富士夫氏 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「お出しのおはなし」  畑かく店主 京都紫竹 RC 会員 新造一夫氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」  会員 才門俊文氏 

 京 都 洛南 京都東急 H 「やさしいオペラを、ピアノと歌のバランス」  オペラシンガー 田中美央氏、ピアニスト＆ヴォーカル 渡辺史公氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

職業奉仕フォーラム宜しくお願い致します。 

 吉田（武）君 

100％出席自祝。 関根君 

妻誕生日自祝。 今村君、植野君 

谷口さん、お世話になりありがとうございました。稲本君 

希望の風奨学金 計 101,000 円 累計 365,000 円 

 達成率 47.4％ 

一助に。 中島君、小野君、橋本君、岡武君 

 谷口君、鈴木君、稲本君、中村（吉）君 

 君 

ガバナー杯野球大会組み合わせ決まりました。ガンバリ

マス！ 村岡君 

目標めざして。頑張りましょう。 中村（弘）君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％出席、お誕生日お祝い 

おめでとうございます。 
 
 

１/１９（火） 

クラブ・フォーラム 

（創立 50周年記念事業実行委員会） 

担当 創立 50周年記念事業実行委員長  

中村 翠嵐君 

 

 

  

１/２６（火）クラブ・フォーラム（職業奉仕） 

担当 職業奉仕委員長 吉田 武雄君 

 

～１月のスナップ～ 

祝舞 「松竹梅」 

吟士 安倍呈風、舞士 安倍秀風 

 

1/12（火）－新春例会－「歳男放談」 

 

 

 

おめでとうございます。 

１/１９（火）クラブ・デー 

 

 

  


