
● 点　鐘	 	 　　　	会　長　　高原　清人

● ロータリーソング	 　　	　それでこそロータリー
● 四つのテスト
● 本日のゲスト
　　　　　下呂ロータリークラブ　布目　美智男　様

● 会長の時間　　　　　　　　会　長　　高原　清人

　皆さんこんにちは、本日は先ほどご紹介させて頂きました、
下呂ＲＣの布目さんをお招きし、インターアクトクラブにつ
いてお話をして頂きます。青少年交換研究委員長の熊崎さん
を始め、委員会の皆様にはお世話になります。
　さて、本日は青少年交換研究委員会なるものの位置付けに
ついてお話したいと思います。
　本来この委員会設立の目的は二つありました。一つは下呂
ＲＣさんが長年やっておられるインターアクト事業への共同
参加への対応であります。今ひとつは過去 2 回交換留学生を
受け入れた経験から、当クラブの青少年育成事業の展望とし
て、考えても良いのではないかと思い、熊崎さんにご無理を
承知で委員長をお願いした経緯がございます。従来青少年奉
仕委員会の中で対応していましたが、具体的な活動が必要と
なる考え、独立させる形となりました。
下呂ＲＣさんのインターアクト事業には、後ほど説明があろ
うかと思いますが、大保木会長年度より参加させて頂き、既
に 4 年が経過しております。この間様々な勉強をさせて頂き、
共同出資、共同参加の意味からも、下呂ＲＣさんには多大な
ご負担やご配慮もして頂いております。このようにおんぶに
抱っこ状態では、なはだ失礼な状況と判断し、当クラブもイ
ンターアクトクラブ設立に向け、そろそろ方向性を見出す時
期ではないかと考えた次第であります。何分相手があること
ですし、事業費もかかることでございますので、一朝一夕に
は答えは出ませんが、今後の課題として皆さんに議論して頂
ければと思っております。
　本日はインターアクトクラブ設立の議論に向け良い機会が

得られたと考えております。是非布目さんのお話に耳を傾け
て頂き、今後の課題にして頂きたいと思います。少し短いで
すが、残りの時間を布目さんに全て託し会長の時間といたし
ます。

●  幹事報告 　　　　　　　幹　事　　岩本　正樹
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◀会報▶

　　・美濃加茂ＲＣ　　・下呂ＲＣ

●  お祝い　　親睦活動委員会

　　　　　　　　　　

●  米山奨学生　　レ　バンチ君	お礼のあいさつ

　今日は最後の例会に出席する事になりま
すが、高山中央ロータリークラブにお世話
になったこの 1 年間は本当に忘れられない
思い出がたくさんできました。山本さんは
高山のあちこちに連れていって観光したり、
中田さんのお店に訪ねる時と自分の誕生日の時に可愛い猫ま
んじゅうをもらったり、下田さんの会社を見学したりしまし
た。特に昨夜の、坂之上さんのレストランでの懇親会では色々
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なアドバイスをいただき、中田さんは、「困る時にとうほう
えんに頼ってきてください」って言われて本当に嬉しくて感
動しました。毎月例会に出席することで皆様と出会い、たく
さんの絆をつなぐことができました。奨学生は今日で終わり
ますが、高山中央 RC との繋がりは終わるわけではないので、
いつか機会があればまた高山中央 RC にお邪魔させていただ
きたいと思います。この一年間奨学金を支給していただき誠
にありがとうございました。高山中央ロータリークラブとの
大切な思い出を忘れずに、これからも頑張って行きたいと思
います。

●  青少年交換研究委員会

　　　　　　　  　　　　　　  委員長　熊﨑　元康
　本日の例会は、本年度、会長高原さんの
意向で、中央ロータリー単独でのインター
アクトクラブのスポンサーの可能性を研究
する例会としました。
　初めに、下呂ロータリークラブと共同ス
ポンサーになった経緯を、当時会長をして見えた大保木さん
にお話しして頂き、当クラブのメンバー全員に共通認識して
もらい、後半、下呂ロータリークラブの布目様に、インター
アクトクラブのスポンサーとして、現状並びに今後の課題に
ついてお話しを頂きます。
以上よろしくお願いします

益田清風高校ＩＡＣ共同スポンサーについて

大保木正博会員
　私が会長を仰せつかっていた年度か
ら始めた益田清風高校インターアクト
クラブに対する下呂ロータリークラブ
様との共同スポンサー支援について、
支援介しに至るまでの経緯についてお
話しします。
　当クラブはクラブ設立初頭に市内の某高校にイン
ターアクトクラブを設立しようとしたことがありま
す。担当のクラブメンバーの方が精力的に先方と協議
を重ねていただき今少しのところまでいきましたが、
先方の提示条件が余りに高いものであったために設立
に至りませんでした。
　その後幾度か設立の声は大なり小なり上がりました
が、先回設立を断念した経験からか、なかなか実施す
るには至りませんでした。
その間、地区委員の方からも何度か設立の打診があっ
た他、当クラブメンバーの皆さんの中からもインター
アクトクラブの設立をしないのかといった声も聞かれ
るとともに、設立を検討すべき時ではないかという意
見も一部に聞かれるようになってきていました。

　そうした背景のなか、たまたま私が会長年度の時の
RI 会長賞の必須達成項目の中に、「インターアクトク
ラブを単独または共同で設立もしくは支援する」とい
うものがありました。大変難題な項目でしたが、前述
のように設立に関する声も上がりはじめていた時期で
もあり、坂之上幹事とともに、当クラブの将来のため
にも何とか達成しようということになりました。
　まずは、勉強する意味からも無理のないところで先
輩クラブに共同スポンサーをお願いしようということ
になりました。当時同じ分区内の下呂ロータリークラ
ブ様が、少ない会員数ながら積極的に益田清風高校イ
ンターアクトクラブを支援してみえることを聞き及ん
でいました。当時下呂クラブ所属の向井龍三様が地区
青少年奉仕部門　青少年交換小委員会の委員長であら
れましたので、共同スポンサーの可能性を打診しつつ、
幹事の坂之上さんと共に下呂クラブの会長 . 幹事様に
アポイントを取りました。幸い私達とほぼ同年代の会
長 . 幹事様であったこともあり、私たちの想いをよく
聞いていただきご理解いただきました。
　その後共同スポンサー実現に向け多少の紆余曲折は
ありましたが、最終的に私と坂之上幹事が下呂クラブ
様の例会に出席し説明させていただき、ご承認を賜り
共同スポンサーが実現したものです。共同スポンサー
実現にあたっては何より下呂クラブの会長・幹事様を
はじめ下呂クラブメンバーの皆様の深甚なるご理解と
ご寛大なる対応の賜物と深く感謝するものです。また、
共同スポンサーという初めての、加えて大変難しい課
題に最後まで共に熱く取り組んでいただいた坂之上幹
事に心から感謝しています。私は最高の幹事に恵まれ
ました。
　今後当クラブも単独でインターアクトクラブ設立を
考えていくことにもなるでしょう。それを実現するこ
とが、共同スポンサーを通じて下呂クラブ様より賜っ
たロータリーの友情に対する御恩返しと思っていま
す。
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　　　下呂ＲＣ　布目　美智男様

第1202回  H31.3.4



◀ニコニコＢＯＸ▶　

卓話に呼んで頂きありがとうございます。本日はよ
ろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　下呂ＲＣ　布目　美智男　様

布目様のご来訪を歓迎致します。本日は卓話をよろ
しくお願い致します。　　　　　　　理事役員一同

下呂ＲＣ　布目美智男様、卓話に来て頂きありがと
うございます。楽しく勉強したいと思います。
　　　　剱田　廣喜　　平林　英一　　伊藤　正隆

本日はお忙しい中、布目様には卓話をよろしくお願
い致します。今後の活動の参考にします。

　　　熊﨑　元康

おめでとうございます　　３月のお祝い　
＜会員誕生日＞
下畑　旬平　　　Ｓ４９年　３月　８日
堀口　裕之　　　Ｓ４１年　３月　９日
渡辺　修治　　　Ｓ２６年　３月１２日
長瀬栄二郎　　　Ｓ４９年　３月１３日
久々野国良　　　Ｓ２３年　３月１９日
岩本　正樹　　　Ｓ３５年　３月２１日
海老沢玲子　　　　　　　　３月２３日

＜夫人誕生日＞
中田　　学　　　康予　　　　３月　３日
大原　　誠　　　朋子　　　　３月　６日
剱田　廣喜　　　恵子　　　　３月１３日
久々野国良　　　光枝　　　　３月１４日
高原　清人　　　美奈子　　　３月１５日

仲谷　政美　　　幸子　　　　３月２０日
小出　貴博　　　幸子　　　　３月２０日
三枝　祥一　　　敏江　　　　３月２８日
新井　信秀　　　知子　　　　３月３０日
　　
＜結婚記念日＞　
井ノ下雄志　　　Ｈ１８年　３月　９日
新井　信秀　　　Ｓ５４年　３月１０日
小出　貴博　　　Ｈ１３年　３月１０日
大保木正博　　　Ｓ５８年　３月１３日
永井　信次　　　Ｓ５０年　３月１６日
高原　武夫　　　Ｓ４７年　３月１９日
下畑　旬平　　　Ｈ１０年　３月２１日
三枝　祥一　　　Ｓ５４年　３月２６日

国際ロータリー第 2630 地区インターアクト部門委員
長　布目様、本日は卓話をよろしくお願い致します。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下田　徳彦
3 月 3 日妻の誕生日にお花をありがとうございまし
た。　  　　　　　　　　　　　　　　　　中田　学

本日でレ・バンチ君が最後であるというのに残念な
がら早退させて頂きます。バンチ君これからも良い
人生を送って下さい。エールを送ります。　　　　

小出　貴博

本日は早退、来週は欠席させて頂きます。すいません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡﨑　壮男
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