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●点 鐘 

●ロータリーソング・・・奉仕の理想  

●四つのテスト 

●本日のゲスト  
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 

委員長  布目 美智男 様 
 

●会長の時間     会長 村瀬 祐治 
 

本日は、地区インターア

クト委員長 布目美智

男様をお迎えして「イン

ターアクトの現状と課

題」卓話を頂きます 宜

しくお願いします。 

 

理事会報告 

第 3 回の理事会が 9 月 28 日に開催いたしました。

例会事業変更についてお伝えします。12 月 21 日忘

年会例会、来年 1月 18 日新年家族例会は、事業内容

を変更して夜例会（アルコールを共わない）変更い

たしました。担当は親睦委員会です。変更理由は、

症状が似ている新型コロナウイルス感染症とイン

フルエンザの「同時流行」に対する警戒感が高まっ

ているなか、マスクを外してのアルコールを伴う懇

親会は避け会員の命と安全を意図としました。 

マスク配布について 

地区公共イメージ委員会より、コロナ感染予防の

重要性のため、10 枚入り 270 円で購入のご案内が

ございました。理事会で承認のもと本日配布させ

て頂きました。 

インターアクトについて 

インターアクトについては、8月 31 日の例会にお

いて会長の時間に「インターアクトとローターア

クトについて」のお話しさせて頂きました。 

インターアクトは、国際ロータリーのプログラム

で 1905年に創始され 110年経過している。現状、

インターアクトとスポンサーRC との関係が時代

と共に変わってきている。RC 毎年人事が変わるな

かにおいて、リーダーシップが取れているのか？

金銭的な支援のみに終わっていないのか？少子

化の影響で生徒が減少している。 また、顧問の

配置ができなくなっているなどで廃部になって

いる。事業が風害化していないだろうか？ 

本日は、そのような視線で卓話をお聞きして頂き

たいと思っております。 

私は、高等学校にとってまた生徒にとってメリッ

トがあることを伝えていくことが必要であると

考えております。 

① 国際ロータリーが提唱する青少年交換制度を広

く説明して在学生に海外留学を伝える 

ロータリー青少年交換は、ロータリークラブに

よる支援のもと、15～19 歳の学生が海外に滞在

し、言語や文化を学びながら、海外に友人をつく

り、世界市民としての自覚を養うことのできる

プログラムです。 

② 昨年から、米山記念奨学生がスポンサーRC の依

頼を受けて高校のインターアクトクラブへ訪問

して、さらに国際交流を深める。 

③ 地区補助金を使っての奨学金 2 万ドルを支援す

る。日本から絵海外料学生奨学金制度。 

④ グローバル補助金 3 万ドル以上。日本から海外

への留学生への支援制度。 

 さらにこれからは、ロータリークラブとインタ―

アクト生徒と高校との関係を作り出すことがこれか

らは必要であると考えております。 

指名委員会案内 

本日、この後理事・役員の指名委員会を開催いた

します ご案内があったかたはよろしくお願い

いたします。 

 

 

◆会長  村瀬 祐治   ◆幹事  岡﨑 壮男   ◆会報委員長 岩本 正樹  ◆会報担当 長瀬 栄二郎 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1251 回 
58 名 57 名 49 名 － 85.96% 

前々回 

1249 回 
58 名 57 名 50 名 1 名 89.47% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 
2020～2021 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「集 う」 



 

第 1251 回 R02･10・05 
 

 

●幹事報告         幹事 岡﨑 壮男 

◎ＲＩ本部より 

・ザ・ロータリアン誌 

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー

事務所より 

・ガバナー月信 10 月号 

・福岡豪雨災害義援金のご協力のお礼と

報告 

◎米山梅吉記念館より 

・館報 NO36 

・賛助会員募集のお願いと書籍のご案内 

○濃飛グループガバナー補佐より 

・濃飛グループ会長幹事懇談会開催のご

案内 

日時：11月 14 日（土） 

11：40～15：00 

   会場：水鳳園 

   登録料：10,000 円 

○可児ロータリークラブより 

・2011―12年度会長堀井俊彦氏ご逝去の

お知らせ 

<会報＞ 

  ・高山ＲＣ  ・美濃加茂ＲＣ 
 
●青少年奉仕/ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 

                   
委員長  下田 徳彦 
 
 
 
 
 
 

 
＜卓話＞ｲﾝﾀｰｱｸﾄの現状と課題 
地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 
        委員長 布目 美智男様 

国際ロータリー第 2630 地区

インターアクト委員会委員

長の布目美智男です。隣の下

呂市からやってまいりまし

た。インターアクトの現状と

課題についてお話させてい

ただきます。この地区では高

校生を主体としてインター

アクトの活動を行っていま

す。インターアクトはインターナショナルとアクシ

ョンを合わせたロータリーの造語です。活動は地域

奉仕と国際交流が主な内容です。新型コロナの影響

で今年は活動が出来ていませんが、毎年韓国派遣で

3600 地区の年次大会に参加しています。20～25 名募

集していますが、多いときは面接をして委員会内で

選考し 20 名に絞っています。K-POP が流行っている

ので韓国への関心は若い方の中では高まっています。

オリエンテーションでは韓国と日本の関係のあるニ

ュースや新聞記事を読んでコメントをいただき、交

流だけでなく今の現状を把握していただくような考

えで実施しています。昨年は高山 RC のスポンサーで

斐太高校主催により、のりくら青年の家で年次大会

を行いました。今年は伊勢も地で行う予定でしたが

中止になりました。他には各地区で研修会を行って

おり、岐阜県では 3 箇所に分かれての開催、三重県

では全部のインターアクトを集めての研修会を年 1

回開催するのですが、今年は残念ながら中止となり

ました。6 月に委員会を開催し、今後の活動を検討

しました。その時に地区内の状況を委員会内で情報

交換していく中で、各務原中央 RC の解散により各務

原西高校がスポンサークラブをなくしてしまい、登

録が抹消になってしまいました。各務原西高校はス

ポンサーが無い状況でボランティアは続けていくよ

うです。もうひとつは久居 RC がセントヨゼフ高校の

スポンサーとして活動していましたが、久居 RC と学

校との考え方の相違により、スポンサーを降り、セ

ントヨゼフはスポンサーがない状態で活動をしてい

ます。高山においても高山西 RC がスポンサーを努め

ていた飛騨高山高校がインターアクトクラブを廃部

することになり、部活自体が無くなってしまう残念

な事が起きています。学校の生徒の少子化、カリキ

ュラムの問題、顧問教師の人員問題等々、学校も色

んな問題を抱えています。他のスポンサークラブは

どのような活動をしているのか、アンケートを取り

ました。RC とインターアクトで合同事業をやってい

るのか？どのような援助をしているのか？高校との

関係性について調査しました。アンケート結果を踏

まえて 10 月に委員会を開催しますが、毎年合同事業

を行っているクラブが７割以上あるのに対して、今

まで合同事業を行ったことがないクラブもあって、

驚いています。今後の委員会活動としては各務原西

高校、セントヨゼフ高校野のスポンサー探し、学校

側との意見交換が行っていき、クラブへの働きかけ

強くしていかねばと感じています。これからの方向

性は、個人的意見が強いのですが、資金的な援助は

当然のことですが、地元高校と連携し、高校生と一

緒に汗をかくことが必要だと思います。高校生とふ

れあうことで、若い人の考え方や、身近に抱えてい

る問題、地域の問題を理解でき、それに伴い、いろ

んなアイデアも浮かんでくると思います。親密な活

動をする上では、校長先生や顧問教師との間で、お

互いの意思の確認が重要になってきます。高校も支

援していただける団体を探しています。益田清風高

校は普通科だけでなく、職業校に近い部門もあり観

光、ビジネス、介護、調理などもあり、高校からの

就職も多いので、毎年模擬面接ということで、ロー

タリーが企業側の人間となってこれから就職試験を

受ける生徒を対象に学校の先生と一緒に模擬面接と

ういう事業をやっており、ロータリーの存在や力が

認められ必要とされています。 

 このような活動をどうのように啓蒙していくかが

委員会内の課題です。これから心配しているのがコ

ロナの影響で商売も苦労されている企業もあるので、

会員が減少しないように、活動が止まらないように

願っております。こんな時だからこそ地元の高校生

や若者と一緒になって事業活動することに主眼をお
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いていただき、インターアクト以外でも何かでつな

がりを持っていけば、また違った方向性も出てくる

と思いますし、その関係が取れれば、飛騨高山高校

でもインターアクトの再考ということもあるかと思

います。また神岡や吉城にも高校があるので、地元

高校生との連携ということでもロータリーとして何

か関係を持っていただけることを願っています。 

  

＜インターアクトクラブについてのアンケート結果＞ 

1. インターアクトクラブの活動に参加したことはあ

りますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

2. インターアクトクラブの事を理解していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. インターアクトクラブの活動が活性化するため

には何が必要だと思いますか？ 

 
4. 現状課題や改善すべき点についてご意見お願

いします 

・インターアクトについて理解していないので、

インターアクトと RC との関わりについての説

明例会があっても良い 

・内容についての PR をする 

・広く一般市民にも活動内容等について理解して

いただく 

・一部の人のみの活動という印象が強いので、そ

れをとり払うようにする 

・活動の現状と活動意義について、更なる周知を

お願いします 

・高山西 RC も本年度でインターアクトの活動を

取りやめると聞いています。当クラブとしては

インターアクトの原点を考え、将来の展望を考

える時（学校との関わりも含めて） 

・RC の積極的な参加 

・学生にとってインターアクトクラブが何をする

部かが分からないのではないか？（私は分から

ない） 

・外国との関係や、英語（会話）の学習クラブか

と思えば、ボランティアが主のクラブであった

り・・・ 

・高校授業のカリキュラムに時間的余裕がないこ

とが問題ではないか 

・金銭的な支援のみになっていないか 

・ミッションの共有 

・インターアクトクラブについての活動状況をお

知らせする卓話例会を取り入れてほしい 

・学校の教師が理解していない場合もあるので、

もっと教師との接点を増やした方が良いと思

う 

・交流がない 

・顧問の先生＆学校当局への理解 

・斐太高校の活動報告をしてもらうと良いと思い

ます 

・学校への働きかけ（PRも含めて） 

5. 将来のあるべき姿についてご意見お願いしま      

す 

・大器をさそう、そして活動をする 

・一度高山西高校にインターアクトクラブの立上

げを提案した経緯があり、今一度設立を考えた

ら如何でしょうか？ 

・青少年の為に良い事を 時代にあった活動を行

う。 

・協働の事業をやることで一体となって活動して

いる 

・下呂クラブとの協同スポンサーのような形が良

いと考えます 

・一般社会に理解してもらう 

・インターアクトありきではなく高山中央 RC ら

しい活動を模索すべき、青少年の切り口は一貫

して継続すべき 

・青少年の教育（人づくり） 

・学生が何を求めているか、ロータリーが何を求

めるか、あるいはロータリーだからこそ何がで

きるのか考える時期にあるように思います 

 

・青少年交換、米山記念奨学生の交流などを説明

して、もっとメリットを表わし参加を促す（学・

校部活への参加促進） 

・未来ある子供達のために色々伝えていきたいで

ある

25%

ない

75%

十分理解し…

理解

して

いる

50%

あま

り理

解し

て…
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すね。時代は変っていきますが・・・ 

・ロータリークラブとインターアクトクラブの交

流を通じ、継続的な青少年の人づくりに資する

活動をロータリークラブとして実施していく

こと 

・一緒に奉仕活動、学生が例会参加 

・当クラブもインターアクト高校を作ったらどう      

か 

・ロータリアンの師弟へお勧め 

・ロータリー活動、ローターアクト、インターア

クトとの連携を考えるのを地区にてかんがえ

ていただくと良い 

6. 自由意見 

・令和のインターアクト像を考えてもらう 

・下呂クラブとの協同スポンサーは、下呂クラブ

の大いなる理解のもとに実現したものです。 

・発展的解消をするについても充分な配慮を願い

ます 

・ネット上で高校の枠にとらわれず、飛騨地区全

高校生を対象にしてクラブを作ったらどうか

と思います 

・高校生はこれからポートフォリオを作成しなけ

ればならないので、本当はインターアクトクラ

ブの意義が発揮される時代になると思います 

・WIN－WIN の関係が築ければ、むしろニーズは増

えるのではないでしょうか 

・インターアクトクラブの具体的活動を知りたい、

その上で考えていきたいと思いました 

・ロータリークラブそのものがお金を出している

だけという場合がある為、クラブとして勉強を

することが大事だと思う 

・一度リセットし、一年間対象の高校で考えてい

ただき、その後最初から活動目的、やる気等を

精査して行動してもらいたい 

 

青少年奉仕・インターアクト委員会として今回の

アンケート結果、会員の皆様の貴重なご意見を踏

まえて、今後の検討をしていきます。  

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 本日、卓話をさせて頂きます。 

よろしくお願い致します。   

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 

委員長 布目 美智男 様 

 

第 2630 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会委員長 布目美智

男様のご来訪を歓迎致します。卓話をよろし

くお願い致します。    理事役員一同 

 

布目様のご来訪を歓迎致します。卓話を楽し

みにしています。     伊藤 正隆 

 

 

 

 

１０月のお祝い 
＜会員誕生日＞ 

中田 專太郎  Ｓ３０年１０月 ６日 

伊藤 正隆   Ｓ２７年１０月１１日 

住  裕治   Ｓ４４年１０月１１日 

二木 公太郎  Ｓ５０年１０月１２日 

坂之上 健一  Ｓ３１年１０月１７日 

岡﨑 壮男   Ｓ３５年１０月２１日 

益田 大輔   Ｓ４９年１０月２１日 

井ノ下雄志   Ｓ４８年１０月２４日 

谷口 欣也   Ｓ３５年１０月２７日 

 

＜夫人誕生日＞ 

岩垣津 亘   則子  １０月１１日 

和田 良博   景子  １０月１１日 

田中 雅昭   栄子  １０月１３日 

葛谷 嘉久   知美  １０月２５日 

 

＜結婚記念日＞ 

内田 茂    Ｓ５８年１０月 １日 

津田 久嗣   Ｓ６２年１０月 ４日 

高原 龍士   Ｈ ９年１０月１２日 

坂之上 健一  Ｓ５７年１０月１９日 

熊﨑 元康   Ｈ ５年１０月２４日 

鶯塚 英雄   Ｓ５７年１０月２８日 

平林 英一   Ｓ５２年１０月３０日 

久々野 国良  Ｓ５１年１０月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2630 地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 布目 

委員長、本日は卓話をよろしくお願い致しま

す。       岡﨑 壮男/下田 徳彦 

 

Apple TV の調子が悪く、旅行にも行けないし 

楽しい事がないので、昨日思い切って 4KTVを 

買いました。録画もできるし Apple prineTV 

、YouTuve、ｄTV も見れるし音声操作もでき 

画面も大きくなり Happy な気持ちになりまし

たのでニコニコへ。   高木 純 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 


