
本日出席会員40名
　メークアップ（前々回）   8名
　出席率（前々回補正）76.79％
「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

　今月は平和と紛争予防 / 紛争
解決月間となっています。また、
1905 年 2 月 23 日は、ポール・
ハリス、ガスターバス・ローア、
シルベスター・シール、ハイラ
ム・ショーレの４人がシカゴで
初めて会合を開いた日で、ロータリーの創立記念日
にあたります。ロータリーではこの日を世界理解と
平和の日（World Understanding and Peace Day）と
定め、この日の意義をとくに強調し、国際理解と友
情と平和にむかって献身するよう要請されています。
RI 理事会は、この 2 月 23 日に始まる 1 週間を「世界
理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を
強調することを決議しています。 
　「ロータリーの綱領」の中に「奉仕の理想に結ばれ
た事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進すること」という
のがあり、世界中のロータリアンは色々なプログラ
ムで世界平和について視野を広め、平和への情熱を
声高く表明してきました。しかしながら、現在も中
東アラブ、アフリカでの民族や宗教上の対立、貧困
や差別、抑圧への反抗などによる紛争やテロの種は
つきません。国際ロータリーでは、国際的な政治問
題に対する団体声明を出すことは禁じられています
が、平和と正義の原則に基づき国際的難問を平和交
渉によって解決するために、自己の影響力を行使す
ることはすすめられています。
　さて本日の理事会では 3000回例会記念事業につい
ての大枠を議論したところです。3月の理事会で決定後、

皆様にご報告できると思います。全員参加の例会を
目指し、思い出に残る事業にしたいと考えています。
　先週の第 2 回クラブ協議会での三田村久治 SAA か
らの要望事項が出ていましたのでご紹介します。「会
員の交流を広くするため、定期的にテーブル座席表
を変更しています。特定の仲間同士のテーブル席に
ならないようお願いします。また途中退席につきま
しては少なくとも 13 時 5 分以後にして頂き、その際
はちょっとニコニコをして頂きたい。但し緊急時の
際はこの限りでありません。また武生ロータリーク
ラブの会員にふさわしい品位、品格、身だしなみに
留意していただきたい。」と言う事です。以上宜しく
お願いします。

インターアクト全国研究会報告
　宮前貴司インターアクト委員長
インターアクトとは
・世界中の120以上の国や地域
に存在し、11,000以上のクラ
ブに所属する25万人以上の青
少年会員

・ニーズを抱える地域社会に援助の手を差し伸べる
・海外の若者たちと協力して、奉仕プロジェクトを行う
・遠く離れた土地の風習や文化について学ぶ
・地元の地域社会に貢献する
インターアクトの成り立ち
　1960 年、青少年の秘められた可能性を見出したハ
ロルド T .トーマス RI 会長が、青少年が地域社会に
対して積極的に関心をもち、リーダーとして成長す
る機会を青少年に提供するよう、世界中のロータリ
ークラブに呼びかけた。その 2年後、米国フロリダ州、
メルボルン高校の 23 名が集まり、最初のインターア
クトクラブを結成。これにより、ロータリアンは、
単に青少年を支援するだけではなく、提唱ロータリ
ー・クラブ（後援するロータリー・クラブ）と協力
し地元や海外で奉仕する機会を青少年に提供するこ
ととなった。

　インターアクターは、プログラムを通じて、楽し
く意義ある奉仕活動を行いながら、リーダーとして
の力を身につけ、新しい友人を作っています。
一方、提唱ロータリークラブは、将来のロータリア
ンの育成に努めるかたわら、プロジェクトにおいて
インターアクターの力を借り、また、奉仕活動の斬
新なアイデアをもらっています。
　1991 年（平成 3年）9月 22 日武生東高校 IAC設立
　　　　　　　　（提唱ロータリークラブは武生RC）

　第 4 回全国インターアクト研究会は、2015 年 9 月
25・26 日に京都国際交流会館で行われました。テー
マは～行動―未来へ～、武生東高校の常田顧問と私
宮前の二人が参加しました。全国インターアクト研
究会は、2680 地区（兵庫）の提案によりスタートし
今回で 4 回目でした。全国 590 クラブの顧問・IAC
委員長 1,200人に声かけましたが、参加数は 150人。
意識と交通費の問題があると思われました。目的は、
RCにおける IACの位置づけを明確化すること。
　各 IAC の活動のパネル展示が行われた。武生東高
校 IAC は、PTA 全国
大会ボランティア、カ
ンボジア夏期研修、RC
桜植樹協力、学校祭フ
ェアトレード・ネパー
ル寄付を書いたパネル
を作成展示しました。
《1日目主なプログラム》
・基調講演 タイ国チェンライRC 元会長 原田 義之
　　　　　　　　「アカ族の子供たちから学ぶこと」
・IAC 活動報告　 長野・静岡・奈良の 3クラブ
・パネルディスカッション 「IAC の今後と提唱クラブ
の役割」

・懇親会
《2日目主なプログラム》
・全体会 講演 
循環型社会創造研究所えこら代表 藤田 アニコー
「変化の時代」＊2004 年来日～在住ハンガリー人
・分科会
　　①社会奉仕･地域貢献 
　　②国際理解 
・次回開催地紹介・次回ホスト地区挨拶
　　　　　　　2760 地区（名古屋）ガバナー
・閉会式

研究会を通じての学んだこと
（パネルディスカッション・事例発表・分科会）
・RI の定款既定の追加
第 5の目的「世界のリーダーの育成」
インターアクトは高い位置づけになる

・RC の役割は、その場（機会）の提供であることを
強く感じました

　我々 RC が IAC とうまく手を携えて活動してゆく
ための必要なことをまとめました。
・インターアクトクラブの目的を明確にする　
武生RC内での合意形成
武生RCと武生東高校との合意形成

・ロータリアンの関与
IAC 新入会員へのオリエンテーションを RC が行う
年間活動の策定（RCと IAC）
RCの IAC担当委員の IAC例会への定期的な参加

・IAC部員の増強
本当の楽しさ・やりがいを教える
活動の可視化・アピールを行う

・武生RC IA委員長と武生東高校顧問の継続性が重要

2月誕生日お祝い……6名
　織 田 桂 蔵　75才 
　西 藤 浩 一　64才
　蔭 山 雅 一　64才
　白 崎 裕 二　62才
　白 﨑 弘 康　61才
　片 粕 秀 幸　53才
2月結婚記念日お祝い……1名
　加 藤 　 渉・真　奈　23年
2月連続出席お祝い……4名
　石 川 満 夫　41年
　谷 尾 榮 一　35年
　白 﨑 弘 康   15年
　玉 村 一 男　10年

例会変更情報／福井県内ビジター受付（2月10日～2月23日）

ニコニコ箱 …… 23,000円　　累計 781,600円

会員記事
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2015－2016 RI テーマ

世界への
プレゼントになろう

第2989回  例 会 記 録　平成28年2月2日(火)

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの友
　ホームページ等にてご確認ください。

　2月18日 武生府中RC
　2月19日 福井あじさいRC

12:00～12:30  JA越前たけふ農協会館1階
12:00～12:30  ホテルリバージュアケボノ

会員総数

60名

本日（2月9日）の例会
新入会員卓話
　石川　浩会員

2月23日
会員卓話
　佐々木哲夫会員

2月16日
ゲスト卓話
　㈱サイエンスクラフト
　　　　　　井上和治氏

3月1日
第一例会行事
新入会員卓話
　三田村久光会員 上野等会員

プログラム

会長挨拶　　第62代会長　玉村一男


