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本日のプログラム＜第２１１３回例会＞
会長離就任式

第 2111 回例会記録＜5 月 7 日＞ (コロナの為 7/２まで休会あり)

会長の卓話

屏

正隆会長

皆さんこんにちは。本日も例会が開催されましたことを嬉しく思
います。ただ来週から、福岡県も緊急事態宣言が発令されそうで
す。本日例会後理事会が開催されますので話し合いたいと思いま
す。
さて地区大会ですが、YouTube ライブという新しい試みの中で、
柳川の地で行われました。高城ガバナー補佐におきましては現地
にて参加ということで大変お疲れ様でした。私も開会点鐘から閉
会点鐘までパソコンの前で参加させていただきましたが、とても良
かったと思います。29 日に行われた豊前 RC と青豊高校インターアクトクラブ主幹の年次
大会も、YouTube ライブに変更になりましたが、これはトラブルがあり、映像が映らない
まま終了いたしました。
（後で考えられた原因は、音楽での著作権問題だったのだろうとい
う判断。後日、各インターアクトクラブには DVD を配布するそうです。
）地区大会は上手
くいき、インターアクト年次大会ではトラブルがありましたが、初めてのことにチャレンジ
しているので仕方がないのかなと思います。「新しいロータリーは機械の扉を開く」という
テーマを掲げている 2700 地区は、そのテーマの通りオンラインを活用し、様々なことに挑
戦していることは本当に素晴らしいと思います。他の団体と比べても、ロータリーは変化、
そして進化していると思います。
それと、片岡国際委員長と杉谷さんにはご苦労をかけた姉妹締結調印の契約書が、韓国か
ら届きました。
これでまた 3 年間姉妹締結が続きますので皆様よろしくお願いいたします。
本日は、2700 地区インターアクト豊瀬委員長の卓話が後程ありますが、私は苅田クラブ
に入会し 11 年になりますが、インターアクトの活動があるから辞めずに所属していると言
っても過言ではないかもしれません。それと、入会すぐにフィリピンへの国際奉仕に同行さ
れてもらった経験が未だに忘れられません。まさに機会の扉が開かれたのかもしれません。
会長職はあと 2 ヶ月で終わりますが、インターアクトクラブと国際奉仕の活動に力を入れ
学び、ロータリー活動を充実させていきたいと思っています。皆様も様々な経験を通して、
機会の扉が開かれることを願っています。これで会長の時間を終わります。

5 月 7 日 入会式

ずっと一人でも大丈夫だと思っていましたが、この年齢になり、
仲間の大切さを感じてきました。仲間について考えたのですが、
それが苅田ロータリークラブの皆様でした。これからもその意義
を感じ活動していきたいと思っています。
結城吉絵(ゆうきよしえ)と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

外来卓話

地区インターアクト委員長

豊瀬 敦

インターアクトの始まりは新聞配達少年への支援からでした。1920 年代、 個々のロータリークラブは既に若者
の活動支援を始めており、ボーイスカウト団体の後援だけでなく、 Boy Week (少年週間) という国際行事にも 参
加するなど、若者が善良な市民となれるよう導き、 教育や健康、衛生、職業に 関する推進活動も行っていました。
1950 年代後半になると、ロータリアンは若者に特化したロータリー全体のプログラムを立ち上げるなど、 若者
に社会奉仕への関心を持ってもらい、世界観 広げてもらう活動を強化していこうと計画を練っていました。 1962
年、ロータリー理事会が「インターアクト」という名称を承認。 これは 「地域や国、 世界にまたがる活動のあら
ゆる次元で、 クラブ同士、 そして会員員同士がつながる」 という理念を表すために委員会によって提案されたも
のでした。1962 年 10 月 28 日、アメリカ・フロリダ州のメルボルンロータリークラブによる メルボルン ハイスク
ールに世界で初めてのインターアクトクラブが結成され、23 人でスタートしました。
日本で最初の IAC は、 1963 年 6 月 27 日に創立した宮城県の仙台育英高校 IAC(仙台育英学園高校 IAC) です。
100 人を超える人数で創立。 この IAC は当時、世界最多の会員数を擁していました。 仙台育英学園高校 IAC は、
誕生してすぐ清掃活動や小さな親切運動などの様々動を展開し、1967~68 年度 「インターアクト国際ロータリー
賞」を受賞。また、IAC 創立後、海外留学が活発に行われるようになり、地区の青少年交換制度 を促進するという
効果ももたらしました。
インターアクトってどういう集まりだと思いますか? ボランティアをするためだけの集まり?

違います。ボランティアをするためだけの集まりではなく社会奉仕と国際理解に積極的な
関心を持つとともに 指導力を培う機会となるような集まりなのです。アクター達は、
インターアクトクラブの活動を通して多くの人々と触れ合うことが出来ます。活動を
通して触れ合った方々にアクター達は多くの影響を与えるのです。
つまり、アクターの行動により、世界を変えていくこと ができるといってもいいでしょう。
子どもたちは一人の例外もなく 素晴らしい翼をもって生まれてきます。しかしながら
子どもたちは自分だけの力でその翼を広げることはできません。
アクターの翼を広げる手助けをする。これは私たち提唱 RC の義務であります。
Interact 提唱ロータリークラブのロータリアン 一人一人が、
奉仕に対する熱い想いを持ち、子どもたちに伝え、
行動して 手本を示すことが提唱 RC の役割だと思っています。
今日はありがとうございました。

5 月のお誕生日

5 月のお誕生日は井手口会員ただ一人です。
美味しいお肉を食べてこれからも頑張って
下さい。おめでとうございます！

ニコニコ BOX
屏

正隆

親睦活動委員会委員長

木部 義憲

今日も例会が開催されたことを嬉しく思います。豊瀬地区インターアクト委員長
卓話ありがとうございました。

青木

政憲

豊瀬様、貴重な卓話ありがとうございました。

片岡

孝市

豊瀬地区インターアクト委員長、卓話ありがとうございました。

渡邊

剛

壁屋

好惠

豊瀬委員長、とっても勉強になりました。楽しかったです。
豊瀬地区インターアクト委員長、卓話ありがとうございました。

井手口貞治

誕生日プレゼントありがとうございました。

鈴木

豊瀬地区インターアクト委員長ありがとうございました。

公利

第 2112 回例会

22 日の地区研修・協議会リモート開催ですがよろしくお願いします。
髙城

雅春

豊瀬地区インターアクト委員長、卓話ありがとうございました。

高城

直紀

すみません。早退します。

竹部

武男

すみません、早退します。
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ガバナー月信 5 月号より
「米山記念奨学会」についての記事が掲載
されています。８行目から 13 行目の「本奨
学事業は、
・・・・・・国際親善と世界平和
に貢献することを狙いとする事業です。」の
ところが米山奨学会事業の理念とも言える
ところです。この部分は 2700 地区安増パス
トが 2700 地区で米山奨学会を担当されて
作り上げたものと私（矢野）は思っていま
す。
（3 年前本人に確認しましたが確認は取
れませんでした。
）
ロータリーの友５月号より
今期は“ポール・ハリスとロータリー”とい

表紙の贈呈式の写真について

うタイトルが漫画形式でポールの幼少の頃

現在、国民の６５歳以上のワクチン接種が苅田町でも本格的に

からの行動が載っています。この５月号に

始まりました。その際、接種会場に集まった医療スタッフの制

はロータリーの金看板とも言われています

服がなかった為、接種する方々が誰が誰なのか分かりにくいと

決議２３ー３４条が成立する原因を作った

の声が上がりました。そこで苅田ロータリークラブはスタッフ

ところが描かれています。この数年続いた

の区別が出来るように苅田町にユニフォームを寄付する事とし

論争は当時ロータリーを二分するロータリ

ました。6 月 10 日町長室にて贈呈式を行い無事に寄付すること

ー理念の戦いだったとも言われています。

が出来ました。

６月号にはその収束のところが載ると思い
ます。

