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クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
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近藤茂弘 青少年奉仕委員長
「それでこそロータリー」「ローターアクトの歌」
「インターアクトの歌」
名古屋熱田RAC　森地智尋会長　以下10名
瑞陵高等学校IAC　IAC顧問 森重統先生　以下8名
米山奨学生　周軒さん
福岡逸人さん　横山請悟さん
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　皆さんこんばんは。本日はロータアクト、イン
ターアクトとの合同例会です。皆さんもご存じと
は思いますが、1962年にまずインターアクトプ
ログラムができます。14歳～18歳の高校生が
対象なので卒業と共に会員資格が失効してし
まいます。これを継続するものとしてルーサー・
H・ホッジスRI会長が1968年に「ローターアクト
構想」が打ち出され、同年3月18日にノースカロライナ州のノース
シャーロットローターアクトクラブが結成されました。ちなみに日本
では、同年6月1日に埼玉県の国際商科大学ローターアクト、現在の
川越ローターアクトクラブが誕生しました。瑞陵高校インターアクト
クラブの皆さんも高校卒業した後、名古屋のみならず世界各国いろ
んな所に旅立たれると思いますが、インターアクトクラブも日本はも
とより世界各国に存在しています。皆さんには引き続きローターアク
トクラブ、ロータリークラブに関わってもらう事を期待しています。
　また7月18日は地区インターアクトクラブの年次大会が瑞陵高校
インターアクトクラブをホストクラブとして開催されます。瑞穂ロータ
リークラブも全力でサポートして行きたいと思っておりますので、皆
様にご協力を強くお願いして会長挨拶とします。

・

堀慎治会長

名古屋熱田RAC副会長挨拶
　皆さんこんばんは。名古屋熱田RACで副会長をさせていただい
ております。柿本知樹と申します。まずは、このような場に呼んでい
ただきまして、本当にありがとうございます。瑞穂ロータリークラブ
の皆様から日ごろのご支援いただきまして、改めて感謝申し上げた

いと思います。そして、瑞陵高校の皆様とも本日
は交流できる事を楽しみにしておりますので、あ
わせてよろしくお願いいたします。
　私は、地区のロータアクト幹事も務めさせて
いただいていて、全国のローターアクトのメン
バーと交流していると、すごく名古屋熱田ロー
ターアクトクラブは活気があるというふうに言っ
ていただいております。また、今日も11名という
人間が来ておりますので、皆様とご挨拶ができればと思っております。
何卒よろしくお願いいたします。

柿本知樹副会長

・

・

・

次週6/2(木) 13：40～ヒルトン4F「杉の間」にて
第12回理事会が開催されます。関係各位は宜しくお願い致しま
す。
次々週6/9(木)11：00～職場例会がセントレアにて開催されます。
参加者には集合場所をお送りしてあります。（セントレア3F A-2）
お弁当発注の都合上５/30(月)までが変更可能となりますので欠
席の際は、それまでに事務局までお知らせ下さい。
元会員の入江理さんが７２歳（１９４９年生まれ）5/22(日)ご逝去
されました。ご冥福をお祈り申し上げます。

幹事報告 田中宏幹事

瑞陵高校IAC顧問挨拶
　いつもお世話になっています。インターアク
トクラブ顧問の森です。よろしくお願いします。
屋久島研修２人が定員でしたが、他所の学
校が行かないところがあり、追加で2名参加
できる。との事で、厚かましく応募させていた
だきました。ありがとうございました。
　今年の今度の7月18日海の日、本校が主
催校になりまして、年次大会を熱田の国際会
議場で開くことになりました。何かにつけて、いろいろと近藤さんをは
じめ、皆さん方からサポートをいただいております。感謝の気持ちを
申し上げたいと思います。
　実は、昨日から2年生が修学旅行に行っておりまして、正顧問の萩
野先生が出産で1年間お休みですので、ハインドマン百恵先生という
方がここへ来るはずだったんですが、修学旅行の付き添いで来れず、
それから2年生も行ってしまったので、今年来たのは副顧問の三田先
生と今年新入生7名です。私がしゃべっていても、しょうがないので、
1年生の代表を連れてきました。
　瑞陵高校1年生の中島菜緒といいます。本日は2年生の先輩方が
修学旅行ということで、1年生だけで来させていただきましたが、ロー
タリークラブの方 と々交流できるこういう機会をいただけて本当にう
れしく思っております。本日はよろしくお願いします。
　最後のところでそれぞれ1年生を登壇してもらい、どうしてインター
アクトに入ったのかインタビューしようと思ったりしていますので、よ
ろしくお願いします。ありがとうございました。

森  重統先生

米山奨学生　周　軒さん
奨学金授与 米山奨学生　周 軒さん



出席率　69.6％
会員68名　出席39名  （出席計算人数52名）
出席報告 今川知也出席委員

ニコボックス 今川知也ニコボックス委員

堀　　慎治さん

松田　浩孝さん
天国の入江さんへ…。色 と々ありがとうございました。
安らかにお眠りください。

明日27日は誕生日です。・

・

・

杉山　裕一さん

野﨑　洋二さん

花井芳太朗さん

鈴木　淑久さん

村上　　学さん

近藤　茂弘さん

大嶽　達郎さん

湯澤　信雄さん

松波　恒彦さん

鈴木　健司さん

田中　　宏さん

関谷　俊征さん

今川　知也さん

杉江　建亮さん

長谷川　隆さん

市岡　正蔵さん

萩原　孝則さん

櫛田　篤弘さん

渡辺喜代彦さん　内藤　晶文さん　新見　光治さん
岡部　光邦さん　長野　義明さん　森　　裕之さん

昨日は野球部の試合でした。無事勝つ事ができて良かったです。
監督賞も頂きました。ありがとうございました！
3月から入院しておりました父が今日退院しました。ご心配頂き
ました皆様本当にありがとうございました！

昨日の地区野球大会では豊田中RCに大勝しました。4番バッター
の杉山さん満塁ホームラン見事でした。五十肩を押しての村上投
手、素晴らしいピッチングでした。近藤君の珍プレー転んで顔面制
動には大笑いしました。甲子園目指して頑張りましょう。

野球部のみなさんお疲れ様でした。やっぱり近藤さんが
いいところもっていきました。

昨日の野球お疲れ様でした。杉山君の満塁ホームランも見事で
したがやはり、話題の中心は近藤茂弘さんでしたね。

昨日は野球の試合お疲れ様でした。杉山君さすが４番、満塁
ホームラン素晴らしい！！

野球部の皆様昨日はお疲れ様でした。派手に転んでしまい情け
ないです。ロータアクト・インターアクトの皆様ようこそ。

野球部のみなさん、昨日はお疲れ様でした。杉山君の満塁ホーム
ラン ステキでした。

昨日の野球の試合参加の皆さんお疲れ様でした。杉山君、満塁
ホームラン素晴らしかったです。近チャン顔、大丈夫？

野球部のみなさんおつかれ様でした。ナイスゲームでした。

無事、松葉杖終了しました。本日から通常通り出席です！

IAC・RACの皆さん例会にご参加して頂き、ありがとうございます。
ゆっくり楽しんでいってください。

泉さんエイジシュートおめでとうございます。

泉さんエイジシュートおめでとうございます。中部アマの協議委員
長ご苦労様です。渡辺さん、知人のお孫さん中部女子アマで1.2位
おめでとうございます。

泉さんエイジシュートおめでとうございます。私はハーフではよく
エイジシュートしてます。申し訳ございません。

泉さんエイジシュートおめでとうございます。福田さん入会おめ
でとうございます。

櫛田さん先日は素敵なお花ありがとうございました。いろいろお話
しができたと大変よろこんでいました。

本日、豊洲にて良いマグロが買えました。ガンバッテ販売してい
きたいと思います。

内田さん、H会のみなさん、田中先輩、新見さんありがとうございました。
今川さん、熱田ローターアクトさんありがとうございました。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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　皆さんこんばんは。直前会長ということで乾杯をということですけ
れども、私の年度は残念ながら、コロナ禍でこうやって皆さんと合同
例会をすることができませんでしたが、今日はロータアクト、インター
アクトの皆さんをお迎えして盛大に開催ができて本当にうれしく思
います。今後はこういうことが続きますようお願い申し上げます。ロー
タリーファミリーの輪が、ますます広がること、そして皆様のご健勝を
祈念して乾杯したいと思います。ご唱和お願いします。乾杯！

懇親会
乾杯の挨拶 湯澤信雄直前会長

　皆さんこんばんは。名古屋熱田
ローターアクトクラブ会長の森地
と申します。今日はこのような会に
呼んでいただきまして本当にあり
がとうございます。あと、ひと月と
いうところで今期が終わろうとし
ております。皆さんに多大なるご
支援をいただいてきた1年間どの
ように過ごしてきたかをご紹介さ
せて頂きたく存じます。
　まず、名古屋熱田ローターアクトクラブの概要からご説明させて
いただきます。人数は今、皆様のご協力のもと30人に達しました。あ
りがとうございます。男性18名女性12名の合計30人で活動してお
りまして、女性の方がちょっと少ないんですが、女性の方がやはり力
が強く、男性を引っ張ってくれています。私は今年で入会4年目です
が、新人メンバーがかなり多くて4年目にして、もう既に古株みたい
な扱いになっております。活動は、第1第3の木曜日で基本的に活動
しておりますが、土日で1日活動するようなこともございます。つい先
日はキャンプ例会をさせていただきまして、土日2日間で活動するよ
うなちょっと長い例会もございます。

RAC活動報告：森地智尋会長

泉さんおめでとうございます。



　今年のクラブテーマは、「結び」というテーマを私の方で携えてき
ていただきました。
①会員間や他クラブとの結びの再強化
　コロナで中々、他クラブに行ったりすることがかなり少なくなって
きてしまいましたが、コロナが少し落ち着いた段階で様子を見なが
ら、他のクラブや会員間での結びの再強化を図りました。例として、
3月10日に、岡崎のローターアクトクラブの方 と々一緒に活動させ
ていただいたり、他にも例会外でメンバー同士遊びに行ったりする
ケースが、今年はかなり増えたのかなと思います。
　これは私が自ら旗を振って皆さん遊びに行きましょう。という訳で
はなく、メンバーが1人1人が自分から企画し、気付いたら行動して
いるというケースもかなりあるので、「俺も誘ってくれよ！」みたいな
事があります。とても楽しいメンバーです。
②会員個々の個性を活かして、それぞれに合った結び方輝き方を
　見つける環境づくり
　これは人数が増えてきたので、ただ仲間の内にいるという感覚で
はなく、一人一人をしっかり見て、その人のいいところを更に伸ばそ
う。というような気持ちでやっています。
③未来のアクトのあり方を見据え今と未来を結ぶ「結び目」となる！
　今年、私だけが頑張ってクラブの繁栄を目指してもあまりクラブ
全体として成長してはいきせん。今回私が学び、得たものをぜひ来
年に広げてより良いクラブ作りを目指しております。
　今年活動してきた中で良かったなと思う活動をベストスリーで上
げさせて頂きます。
　第3位は、春日丘インターアクトクラブとの合同例会です。春日丘
高校は私の母校でもあり、インターアクトクラブ顧問の先生が学生
当時の陸上部時代に一緒に活動させていただいておりました。私が
ローターアクトに入り再会することができ、そのご縁から合同例会を
させていただくことができました。インターアクトの皆さんに刺激を
受け、若さに負けないようにすることで我々ローターアクトのメンバ
ーも成長できたと実感しました。
　第2位は「手話講座例会」です。「いつでもできて、手軽にできる講
座例会」ではなくて非常に中身の濃い例会になりました。新見専門
財務委員長のもとで活動させていただきまして、私の前期の振り返
り例会ではベスト例会として、挙げさせていただくような、すごく良
い例会でございました。
　第1位は「子供たちの将来の夢の幅を広げよう＆勉強合宿例会」
です。こちらは、愛知県内で活動していただいている「無料塾」という
団体さんと一緒に活動させていただきまして、無料塾には私等ロー
タアクトのメンバーも何人かお手伝いに参加させていただいていま
すが、実際に例会として「一緒に活動しよう」というケースは今まで
になく、初めての合同例会となりました。私達ローターアクトクラブ
のメンバーが自分達の仕事について、子供達に伝える場と、勉強合
宿を兼ねそろえた例会で1日かけてやらせていただきました。
　次に、地区表彰のご報告をさせていただきます。地区で獲得でき
たは2つあり、1つ目は、第2760地区内で今期最も活発に活動した
クラブに贈られる賞として「最優秀クラブ賞」です。出席率やインスタ
グラムをしっかり更新しているかなど、様々なところをふまえて一番
を頂くことができました。会長して頑張ったな。と思える部分は、30
人のメンバーがいる中で出席率100％を2回達成することができま
した。メンバーが多いと中々100％というのは難しくあったのですが、
みんなにも「この日は絶対空けてくれ！」とお声掛けさせていただい
てなんとか「最優秀クラブ賞」をいただくことができたという部分で
す。
　2つ目は年次大会にて活動報告を行い、今後最も期待するクラブ
に贈られる賞「年次大会賞」です。こちらは次年度会長幹事予定の

佐藤会長と、原幹事が発表してくれて獲得することができました。少
しだけ残念が部分があり、今期名古屋熱田ローターアクトクラブは
10名メンバーが増えているのですが、岡崎ローターアクトさんの11
名に負けてしまい「クラブ会員増強賞」を逃してしまったことです。来
年は増強賞もいただけるように頑張って活動して参ります。
　限られた時間の中で、かなり端折っての説明になりましたが、ご清
聴いただきありがとうございました。今季も残り１ヶ月になりました
が、手を抜かず来期も頑張ってまいりますので、皆さんぜひよろしく
お願いいたします。ありがとうございました。

　今は2年生が修学旅行で、先ほども申し上げましたが、新しく入
会した一年生各々にどういった理由で入ったのかを話してもらい
ます。
秋田恭子さん…私だけ制服が違うので、他の学校の生徒ですか？と
聞かれましたが、今年から瑞陵高校はセーラー服と、学ランと、この
スーツ型の三つの制服になっています。私がインターアクトクラブに
入ったのは、以前から海外の文化に興味があったからです。また、生
活していて、自分とは違う文化や考え方を否定してしまうような人が
多かったり、そういう社会になってしまっているのをとても悲しく感
じています。もっと色々なことを知るために多くの人と関わっていきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
浅野百香さん…私は将来地域の子供たちとか、いろんな人が集まれ
るような場所を作りたいと思っています。ボランティア活動や、海外
の方と話してみたり、手話をやってみたかったり、いろいろな方と関
われるようになりたい。と思ってインターアクトクラブに入りました。
私はしゃべるのが苦手だったり、行動をするのが苦手なので、自分を
変えたいな。と思って入りました。頑張りますのでよろしくお願いしま
す。
中島菜緒さん…私がインターアクトクラブに入った理由は大きく2つ
あって、1つ目は計画力だとか、実行力だというテーマを身につけてい
きたいと思ったからです。先輩学生や1年生のみんなと協力して、今
年は年次大会などがあるので、そういった活動に励んでいきたいで
す。2つ目は世界の人々のためとか、社会のために貢献できるような
ことだとか、ボランティアをやりたいと思っていたので、インターアク
トクラブに入りました。私は特にフェアトレードだとかエシカル消費
に興味があって、そういうことについてまずは自分が知った上で、いろ
んな人に知ってもらえるように何かを発信していくことができたらな
って思います。いろんな人と関わって頑張っていきたいと思っていま
す。よろしくお願いします。
井上佳桜さん…私がインターアクトに入った理由はいっぱいあるん
ですけど、特に普通に生活していく上では、自分と同年代で同じ瑞陵
高校にいる人でしか関わらないですが、こういう場だといろんな立場
の大人の方にも、他校の生徒さんとも関わることができて、一つの価

IAC活動報告：生徒のみなさん



例会のご案内

6月16日（木）    ■次々週行事

■次週行事

6月2日（木）    
テ　ー　マ：あつた宮宿会について
卓　話　者：あつた宮宿会副会長　田中　良知さん
　　　　　　　　　　〃　　　　　大矢　晃敬さん

第５回CF（次年度行事予定と委員会報告）

■今週卓話

時　　　間：12：30～13：30
場　　　所：ヒルトン名古屋「竹の間」

6月9日（木）    職場例会 中部国際空港セントレア見学
時　　　間：11：00～13：30
場　　　所：中部国際空港セントレア

値観にとらわれずに、いろんな人の話を聞ける機会があるので、そこ
に魅力を感じて入りました。今度の6月の中旬に献血の呼びかけの
ボランティアをやる予定で、私と百香さんで先輩と一緒にそのミー
ティングの日程を決めたりする仕事を任されたので、それも年次大
会も一緒に頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いしま
す。
金澤祐奈さん…私は中学時代生徒会に入っており、そこで募金活
動や、あいさつ運動などを行う中で、内気な自分を変える成長をす
ることができました。なので今後もこのインターアクトクラブで募金
活動や様々な人との関わりの中で、さらに自分を成長させたいと思
い入りました。まだ知識や視野が狭く、自分の固定観念にとらわれ
がちなので、この部活で視野を広げ、たくさんの人に応援や助けられ
るような人になりたいです。よろしくお願いします。
坪井花琳さん…私がインターアクトに入った理由は、自分が中学生
の頃、積極的にボランティアなどに参加することができなくて、地域
の方々が無償で学校に支援してくださったり、そういうところを見て
自分もその立場になって小さい子供を支援できるようになりたいと
思いました。その第1歩として入りました。また、年次大会で1年生は
クイズの作成をしているのですが、その時に世界の問題や地域の問
題に触れて、もっと自分にもできることがあると思いましたが、自分
一人の力ではまだ解決できないので、こういう交流の場をもらって
多くの人と関わって、そういう問題について解決に向けて頑張って
いきたいと思います。
吉村千夏さん…私がインターアクトクラブに入ろうとしたのは、中学
までボランティアとか興味あったのですが、自分から参加する勇気
がなくてできませんでした。このインターアクトクラブの場を借りて
何かやってみたいなって思ったからです。最近1年生でクイズを考え
ていて、SDGSのことについて考えているんですけど、ゴミについて
私は気になっていて、ゴミはみんなが分別すれば何か一番身近にで
きることかなって思っているので、それをインターアクトで考えて、他
の人にも発信して行けたらと思っています。よろしくお願いします。
三田千英子先生…私がインターアクトクラブの顧問になった理由
はたった一つです。地域の皆様と生徒の成長に繋がる活動をやりた
いと思ったからです。毎月インターアクトに皆様がお越しくださって
生徒に様々なアドバイスをしてくださいます。その中で、生徒たちは
本当に色んな興味を持って、この部活に入ってきているんですけれ
ども、その中でハッと気付くタイミングがあるんです。それを本当に
大人の皆さまからいただいているなということを感じています。それ
は本当に今の学校の学びではいられないことというか、授業では教
えられないことだなというふうに常々感じております。今年は年次大
会があって、本当に瑞穂ロータリークラブの皆様にはたくさん支援
をしていただくことになります。それに応えられるように生徒ともど
も学びたいと思いますので、ぜひ今後ともご協力の程どうぞよろしく
お願いいたします。本日はありがとうございました。

ターアクトクラブの活動で、私が興味を持ったのは、「ボランティアア
ワード」です。これは、高校生が行うボランティアの祭典からボランテ
ィアについて理解を深め、新たな活動を発掘する、というプログラム
です。驚きだったのは、高校生の行うボランティアは日々進歩してお
り、最先端なボランティア活動は高校生からの発信でインターアク
トの皆様も参考にしているというところでした。私はそういうことは
頭になく、活動を知ってとても良いと感じた事で挙げさせていただき
ました。
　瑞陵高等学校インターアクトクラブの活動では、学校説明会での
IACの説明、リトアニア大使との交流、ウクライナへの人道支援募金
など、校内、国内、海外向けとバランスよく考えられていたプログラ
ムだなと感心致しました。
　７月１８日は、第３２回インターアクトクラブ年次大会を瑞陵高等
学校インターアクトクラブが主催校を務められます。私達瑞穂ロー
タリークラブは、瑞陵高等学校OBであります強いリーダーシップを
お持ちの近藤茂弘さんのもとで、精いっぱいサポートさせていただ
きます。
　瑞陵高等学校インターアクトクラブ、名古屋熱田ローターアクト
クラブは、我が瑞穂RCの誇りであり、これからも共に歩いていきた
いと思います。本日は本当にありがとうございました。

　ただいまご紹介にあずかりました、原田でございます。皆様こんば
んは。瑞陵高等学校インターアクトクラブ・名古屋熱田ローターアク
トクラブの皆様、人生経験豊かで包容力のある瑞穂ロータリアンと
楽しく過ごせましたでしょうか?日常では関わることのない職業や年
齢の会員との会話を愉しんでいただき、親睦も深まったと思ってお
ります。
　今年度もコロナ禍で思うようなクラブ活動が出来なかったと思い
ますが、少しプログラムを紹介させていただきます。名古屋熱田ロー

閉会挨拶 原田敬生副会長


