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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2572回例会 平成 25年 8月 9日（金） 
 

国際ロータリー第 2790 地区 
第 47 回インターアクト年次大会 

「あの震災を風化させない ～今こそ『心』の支援を～」 

 
受 付 9：30～10：00    
開会式 10：00～10：35    
 点 鐘  成田高等学校インターアクトクラブ 会 長 平山 温子 
 開式の言葉  成田高等学校インターアクトクラブ  森本 嶺生 
 国歌斉唱     
 インターアクトの歌斉唱    
 来賓・来会者・参加クラブ紹介   
   成田高等学校インターアクトクラブ  千倉 佳吾 
     仲澤  武  
 歓迎の言葉  成田高等学校インターアクトクラブ 会 長 平山 温子 
   成田ロータリークラブ 会 長 遠藤 英一 
 挨 拶  成田市長  小泉 一成 
   国際ロータリー第 2790地区 ガバナー 関口 徳雄 
   千葉県高等学校文化連盟インターアクト専門部 部会長 大澤 浩一 
 閉式の言葉  成田高等学校インターアクトクラブ   森本 嶺生 
諸連絡 10：35～10：40    
講 演 10：40～11：20   
 演 題 「忘れたいけど忘れない」    
 講 師 村上 美保子    
 共同作業 11：20～12：10    
  支援物資の仕分け・梱包    
成田山新勝寺へ移動    
 坊 入  12：30～13：10    
 写 経  13：20～15：00    
成田高等学校へ移動   
閉会式 15：30～16：00    
 開式の言葉  成田高等学校インターアクトクラブ  森本 嶺生 
 次年度年次大会ホストクラブ・次年度インターアクト地区代表指名  
  成田高等学校インターアクトクラブ 会 長 平山 温子 
 次年度年次大会ホストクラブ挨拶    
  愛国学園大学付属四街道高等学校インターアクトクラブ 
 次年度年次大会ホスト校挨拶  会 長 八木 祐香 
  愛国学園大学付属四街道高等学校 教 頭 高橋  衍 
 次年度年次大会スポンサークラブ挨拶   
  四街道ロータリークラブ 会 長 中澤 良夫 
 講 評 国際ロータリー第 2790地区インターアクト委員長 星   聡 
 大会総評 国際ロータリー第 2790地区青少年奉仕委員長 石橋菊太郎 
 閉式の言葉 成田高等学校インターアクトクラブ   森本 嶺生 
 点 鐘 成田高等学校インターアクトクラブ 会 長 平山 温子 
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≪成田ロータリークラブ遠藤英一会長挨拶≫ 
皆様おはようございます｡本日は、お暑いなか、国際ロータリー
第２７９０地区の皆様には、多数、ここ成田にご参集いただき
ありがとうございます。成田ロータリー・クラブ一同、こころ
より歓迎いたします。 
 ご来賓の小泉一成成田市長様には、公務ご多用にもかかわり
ませず、ご臨席を賜りまことにありがとうございます。本大会
のホスト・クラブを務めます成田高等学校インターアクト・ク
ラブは１９６３年（昭和３８年）１１月に創立された伝統のあ
るクラブであり、小泉市長様も当インターアクト・クラブのＯ

成田高等学校インターアクトクラブ 
会長 平山 温子 さん 

成田市長 
小泉 一成 様 

千葉県高等学校文化連盟インターアクト専門部 
 大澤 浩一 様 
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Ｂであられるとお聞きいたしております。 
 本日の行事予定は、福島県にて旅館を経営されておられた村上美保子様を講師にお招き
して、未だ忘れることのできないあの東日本大震災のお話をいただき、その後、インター
アクト・クラブの皆様による、あの震災を改めて心に刻むための支援物資の仕分け、 
梱包が行われると聞いております。 
 また、大本山成田山新勝寺のおひざ元であるここ成田の地において、「坊入」と称する 
昼食と、写経を経験していただくことになっているようであります。ロータリー・クラブ
の会員は「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」ような社会の実現を目指して、日々
努力しているところでありますが、本日はインターアクターの皆様が主役でございます。
国際ロータリー第２７９０地区のインターアクターの皆様が一同に会するこの機会に、お
互いが情報交換するとともに、親睦を深められることを祈念いたしまして、歓迎の言葉と
させていただきます。ありがとうございました。 
 
≪国際ロータリー第 2790地区関口徳雄ガバナー挨拶≫ 
みなさん、おはよう、当地区ガバナーの関口です。  
本日ＲＩ第 2790 地区における第 47 回インターアクト年次大

会が、インターアクトクラブ成田高校をホスト校とし、提唱ク
ラブ成田ロータリークラブをスポンサーとし、ご来賓 小泉 
一成 成田市長 そして顧問教諭の先生方、インターアクター
トの皆さんのお力添えをいただきまして、かくも盛大に年次大
会が開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。尚又、申
し遅れましたが、インターアクト関係の皆様には日頃よりロー
タリーの青少年奉仕にご理解を賜り、ガバナーとして感謝申し
上げます。 
さて、ロータリーは 2010 年度に新世代奉仕を奉仕の第 5 部門として独立させましたが、

先の規定審議会におきまして、この 7月 1日から名称を「新世代奉仕」から「青少年奉仕」
に変更いたしました。 
名称は変更されても内容は変わらず、インターアクトクラブは「奉仕と国際理解に貢献

する世界的友好精神の中で、相共に活動する機会を青少年に与える為に結成される」もの
です。 
そして我々ロータリーアンの責務は、若い人の多様なニーズを知り、より未来を確実な

ものとするために、若い諸君の生活力を高め、若い諸君に将来の準備をさせることであり、
我々はこれを支援することが仕事なのです。 
そしてインターアクトクラブも社会奉仕プロジェクトを行います。奉仕活動は、インタ

ーアクターの活動の真髄（エッセンス）です。 
インターアクターのみなさん、本大会のテーマは「あの震災を風化させない～今こそ心

の支援を」となっております。 
支援物資の提供そして、そのお手伝いの中で「物」以上に「心」を込めた「愛」の支援

をして頂きたいと思います。 
昨年、あの３．１１の追悼式でのご挨拶の中で確か奥田江利子さんと言う方が、以下の

ような感動的な表現をされました。 
「愛する人たちを思う気持ちがある限り、私たちの悲しみが消える事はないでしょう。

遺族は、その悲しみを一生抱いてゆくしかありません。だから涙を超えて強くなるしかあ
りません」 
私は、これをテレビのニュースで見て聞き、しばらくテレビの前で涙したまま、茫然と

しておりました。 
どうかインターアクターの皆さん、我々が目指すインターアクトクラブの目標の一つに、

「他人に対する思いやりと、他人の力になる心構えを奨励し、これを実践すること」とあ
ります。 
どうか今日のこの日を機会に、更に成長していただきたいと思います。我々ロータリア

ンも応援します。以上、ご挨拶とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 
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≪講 演≫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
≪共同作業≫ 支援物資の仕分け・梱包  ≪坊 入≫ 昼食 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成田ロータリークラブ 坊入 移動例会 
◇ 点  鐘    遠藤 英一 会長 
◇ 会長挨拶    遠藤 英一 会長 
皆様こんにちわ。本日は「第４７回インターアクト年次大会」が開催されておりますた

め、先週に引き続き、ここ成田山新勝寺光輪閣での移動例会となりました。多数の会員の
皆様には、朝９時より受付係、炎天下での駐車場案内係等にご協力いただくとともに、開
会式にも参加いただきありがとうございました｡実は、成田ロータリー・クラブの「坊入」

 演 題 「忘れたいけど忘れない」    
 講 師 村上 美保子 様   
  福島県新地町在住。旅館「朝日館」の元女将。東日本大震災の津波によって旅

館を流される。ブログ「朝日館の女将のてんてこ舞日記」で仮設住宅住まいの
近況を紹介するかたわら、各地に精力的に出向いて被災地の状況を伝える「語
り部」としての活動を展開している。 
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の歴史につきまして、詳細な記録を近藤会員からいただき、ここでご披露するつもりでお
りましたが、この後、「写経」に入るまでの時間が非常に押しているとのことですので、
またの機会にご披露いたします。 
この後、私と大澤会員は他クラブのロータリアンを、ここ光輪閣内の見学と「成田山書

道美術館」に案内してまいります。本日、１０名ほどの会員が「写経」に参加されると聞
いておりますが、「写経」の終了後、成田高校でのインターアクト年次大会の閉会式にも
お付き合いいただければ幸いです。簡単ではありますが、以上をもって会長の挨拶といた
します。 
 

◇ 委員会報告 
・クラブ管理運営委員会  諸岡 靖彦 委員長 
来週以降の例会並びに、クラブ事業についてお知らせいたします。
次週１６日はお盆休みです。２２日は、来月１３日関口徳雄ガバナ
ー公式訪問の前哨戦とも言うべき設楽正行第９分区ガバナー補佐
をお迎えして、クラブの現状を報告し、ご指導いただく例会です。
理事、役の皆様、ご準備をお願いいたします。翌週８月３０日は卓
話例会です。来年が成田市制６０年になりますが、「成田山門前研
究事業」という、参道商店に残されている歴史、民俗、文化資料を
聞き取りし、将来に残す調査事業が始まっています。講師は、その
参道調査の責任者であります久保田滋子氏（文化人類学者）です。
夏休み最後の日曜日２５日（日）は＜中学校剣道大会＞です。朝８
時３０分、栄町・栄中学校体育館に集合です。月が変わり、９月６
日はお月見の家族例会です。例年の通り、秋葉会員にお世話いただいて、成田ゆめ牧場の
仲秋の夜と美味しいバーべキューを存分に楽しんでいただきます。猛暑がつづいています
が、本格的な秋の到来もあとわずかです。皆様のご健勝をお祈りいたします。 
 
・会員増強・退会防止委員会  平山 秀樹 委員長 
7 月 29 日(月)、第一回会員増強・退会防止委員会を菊屋さんで開催
いたしました。様々な議論をいただき、大変充実した内容でしたの
で簡単にご報告いたします。 

・議題 

（０）目標設定（「クラブ活動計画書 長期計画」より） 

・純増２名。退会６％以内。 

・新入会員歓迎会１回以上。会員研修会２回以上。 

＝ 研修会は退会防止目的。研修委員会とのコラボレーションで実
施する。 

＝ 「ロータリーがわからない」理由で、入会数年で退会すること
を防止する。 

（１）会員増強 

・入会手続きの徹底 

＝本来、選考委員会が推薦書を書き、理事会に承認を求める。承認を得てから、職業分類
委員会が職業分類を決め、再度理事会に承認を求める。その後、増強委員会が入会の具体
的手続きをすすめる。（「ようこそロータリーへ 」p．5 参照） 

＝これをフルにやると入会式を行うまで 2 ヶ月から 3 ヶ月かかる。しかも、この間入会対
象者には、声をかけてはならないことになっている。これは現実的ではない。 

＝現在の組織では、増強・選考・職業分類が一つの委員会になっているので、この利点を
生かし、1 ヶ月以内で手続きを完了するように努力する。ただし、委員長、リーダーで決
めてしまうことなく、例会終了後の時間を利用してでも、きちんと委員会を開催して手続
きを進める。 

＝入会前の教育については、省略しない。きちんと行う。 

・候補者については、現時点で男性・女性数名候補あり。 

・今後の対応（個別対応） 
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・増強策 

− 後継者、若手へのアプローチ。 

（２）退会防止 

・防止策 

◯顧問の役割発揮。 

三日 事前教育の徹底 

三月 最初は顧問が例会中も隣に座り誘導、疑問への応答をしてもらう 

三年 ロータリーがなんたるかを伝える研修を行う。積極的に例会出席、委員会での役割発
揮を誘導する。 

・例会対応 

◯例会の重視。 
 

◇ 幹事報告    成田 温 幹事 
・8 月のロータリーレート 100 円 
・ガバナー事務所夏季休暇 8 月 12 日～16 日 
 
◇ 点  鐘    遠藤 英一 会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出 席 表 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ３１ ２９ ５１．６７％ ３６．６７％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

成田ロータリークラブ会員、及びインターアクト年次大会へ出席された他クラブ、地区役員の皆様方と記念

撮影 


