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中川

基成

例会プログラム

お客様のご紹介
・平田 健治 様（奈良女子大学附属中等教育学校IAC顧問）
・鈴木 陽之 君（奈良女子大学附属中等教育学校IAC会長）

第40回5月21日
通算1923回
１．握手・挨拶
２．開会の点鐘
３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７．米山奨学金授与
８．委員会報告
９．結婚記念日誕生日御祝
10. 幹事報告
11. 卓話 井上 正康 様
12. 閉会の点鐘

会長挨拶
◇武藤会長

例会状況報告

皆さんこんばんは。先般、私共のご同業事業所の子供さんが、痛ま
しい事故の被害に遭われました。これを肝に銘じてといいますか、も
ともといつも注意をしながら車の運転をしている訳ですけれども、今
回のケースのように、特に荒い運転をしていなくても、少しのタイミ
ング、少しの油断で大きな事故につながるという事をまざまざと見せ
つけられました。私共は小さな子供さんを扱う仕事で、事故の次の日
はたまたま遠足でございました。万全を期して行うわけですが、保護
者の方も今回のようなことが起こりますと、非常にナーバスになって
おられました。これを機に私を含めまして、皆様方も改めまして運転
には十分注意をしていただきたい、というお願いを致しまして、本日
のご挨拶とさせていただきます。有り難うございました。
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第39回 5月14日
通算1922回
◎会員総数
６６名
◎出席義務者
４６名
◎出席規定免除者(a)
０名
◎出席規定免除者(b)
２０名
◎本日出席
５２名
◎本日欠席
７名
◎本日出席率８８．１３％
第37回 4月23日
通算1920回の修正
◎欠席者
３名
◎免除者の欠席者
７名
◎欠席者の補填者
６名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
９５．００％

委員会報告
◇出席委員会
城田委員

◇ニコニコ委員会
宮坂委員

・出席報告

・ニコニコ報告

◇親睦活動委員会
水野委員長
・5月9日に第2回親睦ゴルフコンペを開催、18名の方にご参加い
ただき、ジュニアの部で野﨑さん、シニアの部および総合で矢追
さんが優勝されました。沢山の方にご参加いただきまして有難う
ございました。次回は6月14日・15日に予定致しておりますので
ご参加の程お願い致します。

◇倉田副幹事
・次年度の委員会構成表を皆様の状差しに入れさせていただきま
したので、ご確認をお願い致します。また次年度概況報告作成に
つきまして、皆様の写真の件ですが、新入会員の方、写真を新た
に撮られます方は、5月31日までにトミカラーさんで撮影をお願
い致します。

米山記念奨学会 感謝状授与

マルチプル第3回

マルチプル第2回

武中会員
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市田会員

幹事報告

◇谷川幹事
・5月21日の次回例会ですが、当日駐車場が大変込み合うことが予
想されますので、公共交通機関をご利用いただきますか、余裕を
持ってお越しいただきますよう、お願い致します。

クラブ討論会
◇奉仕プロジェクト常任委員会／青少年奉仕委員会

植村委員長

・本日のクラブ討論会は青少年奉仕委員会が担当ですが、本年度は
インターアクト元年ということで、本日は顧問の平田先生、インター
アクトクラブの鈴木会長にお越しいただき、今までの経緯やこれか
らの希望など皆様にお聞きいただきたいと思っております。それに
先立ちまして、本年度大変ご尽力いただきました弓場インターアク
ト委員長から、今までの経緯と、ご存じない方もおられるかと思い
ますので、インターアクトクラブの説明を最初にいただきます。

◇インターアクト委員会

弓場委員長

＊インターアクトクラブの概要
インターアクトクラブは、12歳から18歳までの青少年のための国際
ロータリーの奉仕クラブです。定款の第2条（目的）では、ロータリー
会員が、第5の奉仕部門である「青少年奉仕」の下、若いひとたちが
社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、リーダーシップのスキルを養
い、世界平和と文化理解を促進する世界的視野を得られるよう、積
極的かつ個人的にエンパワメントに力を注ぐことを通じて、青少年
と若者によってもたらされる好ましい変化を認めること。 学生と
青少年が、社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、新しい文化を発見
し、世界市民として国際理解を推進し、学校と地域社会におけるリーダーとなるための
スキルを養い、地元と海外に友人を作り、「超我の奉仕」の重要性を認識しつつ、楽し
むこと。となっております。毎年、インターアクトクラブは少なくとも2つの社会奉仕プ
ロジェクトを行い、そのうち一つは国際理解と親善を推進するものとする。もう一つは
プロジェクトを通じて、インターアクターたちは次のような大切なことを学びます。
１．指導力と人間としての高潔さ
２．他者を助け、他者を尊重すること
３．個人の責任と懸命に努力することの価値
４．国際理解と親善を推進すること
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＊奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ
・2018年10月 8日 設立総会
11月11日 インターアクト地区大会
12月16日 認証状伝達式（インターアクターがすべて運営）
・2019年 2月10日 インターアクトクラブ顧問会議
3月31日 2650地区大会・青少年フォーラム
同じ志を持つロータリークラブにもそれぞれ個性、カラーがありますように、学校にも
それぞれの校風があります。その中で奈良女子大附属中等教育学校さんは
１．国際色豊かな教育を実践しておられる。
２．人の話を聞き、自分の考えをきちんとまとめて相手に伝えることが出来る。
３．何事にも積極的に挑戦する姿勢と、仲間の和を重んじる。
それ以外にもまだまだ素晴らしい校風をお持ちですが、インターアクターの皆さんは、
本当に世界の仲間たちと対等に、またそれ以上に交流の出来ると確信を持たせていただ
いております。物語はこれから始まるところです。互いに刺激を受け合える素晴らしい
仲間と出会えることが出来ましたことをご報告させていただきます。
◇インターアクトクラブ顧問

平田 健治 様

奈良女子大学附属中等教育学校は、一学年120名の6年一貫校です。無理やり詰め込む
のではなく、自分で考え、自分で行動するような教育方針をとっております。また自由・
自主・自律をよくいわれます。例えば私が赴任した際は中学校に制服があったのですが、
中学校の生徒会が、様々な運動や協議、学校と交渉をして無くなりました。それが自由
であり自主です。制服を無くしましても、とんでもない服で登校する生徒はいない、そ
れが自律ということです。修学旅行や学園祭も先生が決めるのではなく、全て生徒自身
が取り仕切っております。そのような環境で失敗もあるでしょうが、失敗を許容する環
境を整え、失敗を通じて生徒の力が伸びると考えております。また多様性も大切である
と思います。何かをする時には様々な人が集まって行う、これが今後の社会の在り方で
あると思います。そこで弓場さんの紹介もあって、昨年インターアクトクラブを提唱し
ました。今後どのような活動をするかまだまだ分かりませんが、当学校には学校の文化
があり、ロータリーさんにはロータリーの文化があって、違う文化が一緒になってまた
新しい価値を生み出していく、そのようになればと思っております。また学校といいま
すのは比較的閉じられた世界で、生徒も同年代の関わりになってしまいがちです。イン
ターアクトクラブによりまして、異世代の方との交流、教師だけではなく社会で様々な
経験をされておられる方との交流をする機会が出来た、それが彼らにとりましてインス
ピレーションになると考えております。今後はロータリーの中で様々な活動をすること
と、国際交流を主にやっていきたいと思っております。現在インターアクターは8名です
が、新しく5年生9名、4年生が10名加わることになりました。change is the evidence
of life（和訳：変わっていくということが生きていることの証である）インターアクト
クラブもいい意味で変わっていきたいと思いますので、今後ともご指導の程よろしくお
（詳しくは動画をご覧ください。）
願い致します。
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◇インターアクトクラブ会長

鈴木 陽之 会長

私たちが創立致しましたのは昨年の10月です。10月末のAYF、期末テスト、テニスの引
退試合など大変忙しい時期で、当時はインターアクターとして活動する時間があまりな
く、何が出来るだろうという状態でした。皆で考えました結果、まだ我々は最初のメン
バーで、この先何十年と続いていくと思いますので、活動の基礎となるものを作ってい
かなければならないという結論に達しまして、まず土台づくりをしていこうと活動して
まいりました。主に次の三つのことを行いました。一つ目は小草、中国語でシィアォツ
アォです。これはルーツを中国に持つ子供たちが集まって、学校での学習を大人たちが
支援したり、親が中国の人ですので親たちの集まりもあるのですが、私たちがそこに行
きまして学習のお手伝い、また中国の文化を学ばせていただき、社会奉仕と国際理解を
同時に達成できる活動です。二つ目はビデオミーティングで、これはオーストラリアの
インターアクトクラブとの交流をスタートさせ、後輩たちにも繋がりを残していきたい
と思っております。三つ目はフィードバックです。これはインターアクトクラブおよび
ロータリークラブの地区大会での講演の振り返りで、持ち帰ってディスカッションを行
い、ロータリークラブへも私たちはこう考えましたと発信、また私たちの中にも取り込
んでいけるような活動をしてまいりたいと思います。最後に後輩たちに伝えたいことで
すが、私たちは最初壮大なことを考えておりました。うまくいかない中で目的を考え直
しました。何かを作り上げるということより、学びましたことを自分たちの中に取り入
れるということが大切で、どのような小さな活動、地味な活動でも構わないので、自分
たちの中で身につけていくということが大切かと思います。何かを作り上げることをゴー
ルにするのではなく、何かを身につけることをゴールにしよう！と伝えていきたいと思っ
ております。今後ともご協力の程何卒よろしくお願い致します。本日は有り難うござい
（詳しくは動画をご覧ください。）
ました。
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ニコニコ箱
武藤廣茂

合計

52,000円

累計

2,983,000円

君

奈良女子大学附属中等教育学校インターアクト、平田先生、鈴木会長、
ようこそ、ご来訪頂きました。アクトのお話楽しみにしています。弓場
会員よろしくお願い致します。
谷川千代則君 平田先生、鈴木会長、ようこそおいでくださいました。本日よろしくお
願いします。
増井義久 君 平田先生、鈴木会長 宜敷お願いします。次年度の活躍を楽しみにして
います。
石野捨雄 君 結婚記念日に美しいお花を送って頂きありがとうございます。
潮田悦男 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。先週ニコニコをするのを忘
れました。
北神徳明 君 昨日5年間の執行猶予が解けました。再発しない事を願うのみです。
鈴木 譲 君 野末さん、先日は大変お世話になりありがとうございました。
野﨑隆男 君 先日の親睦ゴルフ大会のジュニアの部で優勝させて頂きました！
メンバーにめぐまれました。
藤井正勝 君 平田先生、鈴木会長、御出席ありがとうございます。
矢追家麻呂君 奈良大宮ロータリークラブ第二回ゴルフコンペシニアの部で優勝させて
頂きました。親睦委員長水野さん、当日お世話になった中奥さん、あり
がとうございました。
吉田英正 君 来月6/4が出張で例会に出席できないとあきらめていたのですが、6月の
予定を確認すると休会らしいので助かりました。ニコニコ。
ニコニコ協力

倉田智史

君 河野里志

君

成田和哉

君

宮坂勝紀

君

◆例会変更のお知らせ◆
2019年6月

■奈良西ロータリークラブ■
・６月１３日(木)・・・年度末家族親睦移動例会の為、例会場変更
※ビジター受付：同日１７:３０～１８：００
奈良ロイヤルホテル１Fフロント横
・６月２０日(木)・・・変更
第４回クラブデー

次回の例会

２０１９年５月２８日（火）
卓話：Emi’s home making 主宰 宮武 衣充 様
タイトル：「都度の食事が身を変える～今からすぐにできること～」

●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一
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辻本和久 西村甲児 鎌倉美知子 岡﨑真人
webmaster/宮西正伸

