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【来訪者紹介】   

   玉名女子高等学校インターアクトクラブ 

山下桂造先生（顧問）、猿渡加奈さん、家入彩乃さん 

 

 

 

【今月の誕生日・結婚記念日のお祝い】 

9月の誕生日       松本秀蔵会員、 渡邉知宣会員、 吉岡一雄会員 

9月の結婚記念日    該当者なし 

 

 

【会長の時間】 吉永会長 

先週土曜日、大分に管理運営、公共イメージ、会員増強 

合同セミナーに渡邉幹事と西嶋会員と行ってきました。 

今まで管理運営、公共イメージ、会員増強は別々で活動し 

ていました。 

 

今年のテーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。そして 

RI戦略計画は三つの目標を立てるように言われています。 

その第一は「クラブのサポートと強化」です。クラブが活性化 

する道筋を考えること、そして活性化によって生じる会員増加は 

クラブ基盤をさらに強固なものにします。その第二は「公共イメ 

ージと認知度の向上」です。まだまだロータリーを知らない人は、50％近くいるそうです。ロータリーは多くの人道

的支援、地域社会の復興支援も行っています。このような活動をメディアに流すことによりロータリーの認知度が向

ROTARY INTERNATIONAL 2720 

玉名ロータリークラブ週報 
20１７

～  
201８ 

玉名ＲＣメールアドレス jimu@tamanarc.org 

   ホームページ http://www.tamanarc.org/ 



上し、会員増強にもつながります。 

この 3部門が連動しロータリーに変化をもたらすことになります。そのようなわけで、管理運営、公共イメージ、会員

増強合同セミナーが開催されました。まず各部門運営方針のセミナーがあり、後半、グループに分かれてアイディ

ア交換が行われました。テーマは「クラブの活性化を図り公共イメージをアップし会員増強につなげよう」でした。 

今回のセミナーは総勢 250名の会員が集まりました。ロータリアンの関心が高いことを感じました。 

 

本日の理事会の報告です。 

1、 戦略計画委員会の報告 

2、 定款細則について 

3、 放置自転車贈呈プロジェクト 

4、 その他  

 です。 

 

 

【幹事報告】渡邉幹事 

○荒尾 RCより例会変更のお知らせが来ています。 

  日時：１０月 ４日（水）夜間例会（観月会）18：30～  

    １０月２５日は、２８日（土）変更 

○肥後大津 RC 合志文夫様よりバナーが届いています。 

○地区事務所より基本的と指職字率向上月間 リソース案内が来ています。 

○大分南 RCよりクラブ創立４０周年記念式典及び祝賀会のご案内が来ています。 

    日程：１０月２１日（土）受付：１３：３０～ 

    場所：大分オアシスタワーホテル 

演題「これまでの道呈～大分を離れて３３年。今思うこと（仮称）～」 

講師：安井 豊明氏 

 

 

 

【委員会報告】  

    ○公共イメージ向上・IT委員会 西嶋委員長 「ロータリーの友」の案内 

    ・左から 3ページ～ 9ページ   ロータリー雑誌の仲間たち 

    ・左から 16ページ～17ページ   ひろしま日本語教室を支援 広島西南ロータリークラブ 

 ・左から 18ページ～19ページ   ようこそ日本へ、多文化共生を考える 秦野ロータリークラブ 

 

  ○プログラム委員会 高木幸委員長 

      次回の卓話ですが、田畑会員によります会則の変更についてお話ししてもらいます。さらに次の 10 月 12 日

には私の友人であります荒尾の西養寺ご住職であられる亀原さんに卓話をお願いしております。そのあとの

11 月から 6 月までの卓話がまだ決まっておりません。どなたか紹介していただく、または自分がやりたいとい

う方、プログラム委員会までよろしくお願いします。あと宣伝ですが、伊倉の光専寺というところで光専寺寄席、

いくら夜市がおこなわれますので皆さん遊びに来てくださいね。 

 



 

    ○青少年奉仕委員会 堀本委員長 

      今日インターアクトのほうからご報告ありましたように、 

現在ペットボトルのキャップを集めています。会員の 

皆さんの会社などでキャップを集めていただき例会に 

持ってきてもらえるとうれしいです。 

さて 7月 29日に大分でありましたインターアクト年次 

大会、玉名女子高さんも含め熊本・大分の各クラブから 

素晴らしい活動が発表されました。玉名女子高では 

毎月 1回インターアクトの例会をやっています。ぜひ 

我が玉名 RCからも例会に出席して盛り上げていきたい 

と考えています。よろしくお願いします。 

   

 

 

 

【スマイル報告】河田委員長 

吉永会長・渡邉幹事・・・インターアクト山下先生、生徒の皆様のご来訪心から歓迎致します。 

   小篠さん・・・玉名女子校様のご来訪心から歓迎いたします。インターアクトの皆様の卓話、 

ありがとうございます。  

   大石さん・鶴田さん・・・インターアクト山下先生、生徒の皆様のご来訪心から歓迎致します。 

   田畑さん・・・９月度結婚祝、誕生祝の会員の皆さんおめでとうございます。玉名女子校 IAクラブ 

山下先生・猿渡さん・家入さん様のご来訪心から歓迎いたします。 

お話ありがとうございます。 

   高木幸さん・・・玉名女子高等学校インターアクトクラブ様のご来訪心から歓迎します。テ－ブル上の

「光専寺寄席」「いくら夜一」のチラシご覧されたでしょうか。本日チケットを準備

していますのでよろしくお願いいたします。 

   村上さん・・・玉名女子校、インターアクトの皆様ようこそ！ 

年次大会は楽しい勉強されましたか？今後も活躍してください。 

   山口さん・・・先週山田司郎会員から「ロータリーに少なくても月２回は、出席しなさいと焼肉をご馳

走されました。暖かいお叱りありがとうございます。 

   吉岡さん・・・インターアクトクラブ山下様・猿渡様・家入様のご来訪心から歓迎致します。 

          卓話ありがとうございます。今月の誕生日祝いありがとうございます。 

   渡邉知さん・・・誕生祝、ありがとうございました。感謝致します。 

   中嶋さん・田原さん・・・玉名女子高 IAC様のご来訪心から歓迎いたします。 

               誕生祝の皆様おめでとうございます。 

   山田邦さん・深見さん・古賀さん・吉田さん・堀本さん・山田司さん・河田さん 

   井上さん・小山さん・嫩さん・・・玉名女子高等学校インターアクトクラブの 

                   皆様のご来訪心から歓迎します。 

 

 



 

                        前回までの累計 ￥１３１，０００ 

 今     回 ￥  ２７，０００ 

合     計 ￥１５８，０００ 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターアクト年次大会報告】   

   玉名女子高等学校 インターアクトクラブ 

山下桂造先生（顧問）、猿渡加奈さん、家入彩乃さん 

 

○2016－2017年度活動報告 （2016年 6月から 2017年 5月の活動報告） 

2016年 6月 4日    インターアクト活動報告会を開催。 

2016年 6月 25日   熊本地震への募金活動を実施、1年生 2名が参加。 

2016年 7月 31日   インターアクト年次大会が開催、6名が参加。 

2016年 9月  8日   玉名ＲＣ例会での報告。 

2016年 10月 22日   玉名ＲＣ50周年記念行事が開催、3年 3名、1年 1名が参加。 

2016年 11月 12日   全国山羊サミットボランティアが開催。1年 3名が参加。 

2016年 6月～      平均して 2週間に 1回の頻度でペットボトルのキャップの選別・洗浄などを行った。 

翌年 2月      夏休み中に 1度、ペットボトルのキャップを大牟田イオンに届けた。 

                 40Ｌのポリ袋 4つ分を届け、4人分のポリオワクチンとなった。 

                 現在ポリ袋を 4袋分がまだ保管中。 

2017年 3月       アルミ缶を収集してこれをお金に換えてポリオ撲滅への協力をしようと考えた。 

本
日
の
出
席 

会員数 ４９（４４）名 

欠
席
者 

廣田 松﨑 宮本 村田 前島 

野田 志賀 田中 浦田 上村 

上田継 山村 杉谷 本田 
出席数   ３０名    

出席率 ６８．１８％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 ３１名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

 

修正出席数 ３１名 

修正出席率 ７０．４６％ 

出席規定適用免除者         ８名 



そのためのアルミ缶収集箱の製作を始めた。現在収集箱は完成。 

これから多くのアルミ缶を集められるよう頑張りたい。 

 

 

○活動の紹介 猿渡加奈さん 

3年生 3名、1年生 3名がインターアクトクラブにおりました。３年生は普段の活動になかなか参加できず、多

くの作業は 1 年生（現在の 2 年生）が行いました。ペットボトルのキャップは平均すると 2週に 1 度くらいの活

動になります。ペットボトルのキャップは 40Ｌ袋に 4 つできたところで大牟田イオンに届けました。それが 4 人

分のポリオワクチンになりました。 

 

9月には玉名口－タリークラブの例会に 1年生 3名が参加させてもらい、今までの活動を発表しました。10月

には玉名ロータリークラブの 50周年の大会にお招きいただき良い体験をさせてもらいました。 

 

11 月は第 18 回全国山羊サミット in 阿蘇の接待係としてボランティアに参加しました。全国山羊サミットは山

羊飼育者、山羊 4t 肉の加工関係者、山羊生産関係者、愛好家、学生、研究技術者、教育・行政機関関係

者が全国から一堂に会し、情報交換や課題を共有するとともに経験交流を通し相互の知識や具体的手法に

ついて学習と検討を深めることを目的に実施されたものです。熊本県で実施するということでボランティアを

必要とされ、声がかかって参加したものでした。 

 

3 月からアルミ缶を集めそれを売ってポリオ撲滅のために使ってもらおうと考えました。ペットボトルのキャップ

では寄付をするにあたってかなり多くのペットボトルのキャップが必要です。アルミ缶なら 1kg で 100 円ぐらい

になりますので、今年はアルミ缶の回収でポリオワクチンヘの寄付を進めていきたいと考えています。またペ

ットボトルのキャップはそのまま継続していきます。 

 

現在活動はおこなっていますが、例会という形での会を昨年度は行うことができませんでした。今年度は例会

も実施していきたいと考えています。以上。 

 

○インターアクト年次大会の報告 家入彩乃さん 

2017 年 7 月 29 日、第３３回インターアクトクラブ年次大会に 3 名で参加しました。この年次大会では熊本県

から７校、大分県からは１１校のインターアクトクラブが参加しました。ロータリークラブからは熊本県より 5団体、

大分県より 12団体が参加しました。大分県の東九州龍谷高等学校で開催されました。 

 

開会式では、「ナムナムガールズ」という、龍谷高等学校の「宗教部」と「聖歌隊」の女子生徒で結成された、

『仏教系ご縁作り』を目標としている高校生ダンスユニットがオープニングを飾り、来客の方や、講演をしてく

ださる講師の方のお話を聞きました。その後チームごとに分かれ、交流を深めるために、城下町のゴミ拾いボ

ランティアをしました。そのコースには福渾諭吉の生家があり、感慨深いものがありました。夜はホテルで食事

を兼ねながら各チームごとにゲームをして、自己紹介や伝言ゲームなどをしました。最後にじゃんけん大会が

あり玉名女子高校の生徒がクオカードをもらいました。 

 

次の日は最終日で各高校の活動報告会をしました。プレゼン形式で各校 10 分程度の報告をしました。各高

校ごとの発表を聞き、自分たちに足りないものやどうすればもっと慈善的な活動ができるか、などを同じ高校



の人と話し合い自分たちの今後の活動につなげていく方法を考えたりでき、とてもいいものを得ることができ

ました。 

 

熊本地震のための募金活動、空き缶収集、ペットボトルキャップ収集、卒業生の持ち物を譲ってもらい、イン

ターアクトクラブで洗い東南アジアの子供たちに送る活動などをしていました。その後はローターアクトが引き

継ぎ、活動紹介や、講師の方のお話を聞き、そこで「高校同士で何をしたら、今日のような交流を発展させて

いけるか」や「高校生だからできる県のＰＲ」などを話し合いました。 

夏休みも終わり学校生活が始まったので、そのときに考えたことを生かしてこれからは部員を増やし、例会を

毎月行いますのでご協力よろしくお願いします。これからの活動に取り組めるように頑張りたいです。 


