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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ．Ｓ．　　別府中央RCの歌

◆唱　　歌　　赤とんぼ

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「イージー・リスニングの世界」

より

　　　　　　　渚のアデリーヌ

　　　　　　　オーシャンゼリゼ　　 他 

◆ビジター　　西田　友行　(別 府 北)

中村　　光　(　 〃 　)

此本英一郎　(　 〃 　)

会長の時間 会長　後藤　　隆

　異常にながい梅雨・冷夏・大型台風と天候不

順が続いていましたが、一転して爽やかな秋を迎

えました。親睦委員会の活動に期待しています。

11月には熊本で2720地区の地区大会、来年5月

には国際ロータリー 2004年国際大会が大阪で開

催されます。できるだけ都合をつけて出席してく

ださい。みんなでロータリーを楽しみましょう。

幹事報告 幹事　小川　雅代

－新世代のための月間－

１．本日の卓話

　　『新世代のための月間に因んで』　

　森　宗明　新世代委員長

２．第2回臨時理事・役員会報告

(H.15.９.16（火）13：40～於/トキハ別府店例会場９名)

 審議事項

　１）新会員候補者の件。　　⇒　承認 

　２）例会変更の件。(職場例会)

　　日時　平成15年10月28日(火曜日）12：30̃

　　場所　別府溝部学園短期大学

　３）その他

◆出席報告　　　　　　　委員長　佐藤　民子
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　　〇職業活動表彰の件。

　　⇒　職業奉仕委員会へ一任

３．第3回臨時理事・役員会報告

　　(H.15.９.19（金）：持回り)

 審議事項

　１）新会員候補者　森　晴美氏

　　　入会取り消しの件。　　⇒　承認

４． ９月27日（土）13：30～グランドホテル鮎

里(熊本県人吉市)に於いて「RI第2720地区職

業奉仕セミナー」が開催され、溝部　仁地区職

業奉仕委員、森　宗明会員が出席されました。

５．例会場所変更のお知らせ

　RI第2720地区宇佐2001ロータリークラブ

は、10月1日(水)の例会日より会場を下記とお

り変更して開催しますのでお知らせ致します。

　　【旧例会場】　かんぽの郷宇佐

　　【新例会場】　リバーサイドホテル宇佐

　((0978－33－2222)

６．例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ　10月7日(火)の例会は、職場例会

の為　同日12：30̃いずみの園に

場所変更

佐伯ＲＣ　10月8日(水)の例会は、早朝例会

の為　同日6：00̃中江川河川敷

に時間・場所変更

湯布院ＲＣ　10月8日(水)の例会は、友愛例会

の為　同日12：30̃事務所に場所

変更

佐伯MARINEＲＣ　10月10日(金)の例会は、観月例会

の為　同日18：30̃新女島区民会

館に時間・場所変更

中津中央ＲＣ　10月14日(火)の例会は、ガバナー

公式訪問の為10月16日(木)18：

30̃ホテルサンルート中津に開催

日・時間変更

豊後高田ＲＣ　10月14日(火)の例会は、稲刈り例

会の為　同日12：30̃土谷組構内

に場所変更

中津平成ＲＣ　10月16日(木)の例会は、ガバナー

公式訪問の為　同日18：30̃ホテ

ルサンルート中津に時間・場所変

更

宇佐ＲＣ　10月16日(木)の例会は、クラブ協

議会の為　同日18：30̃ちよせに

時間・場所変更

大分東ＲＣ　10月16日(木)の例会は、夜例会の

為　同日18：30̃丸福に時間・場

所変更

大分南ＲＣ　10月17日(金)の例会は、職場訪問

例会の為　同日12：30̃大総㈱に

場所変更

７．本日例会終了後、13：40̃「第4回臨時理事・

役員会」を開催致します。

８．次週の予定

　　「子どものように」

　　　何
ホー　ヂャー　ヂュン

　家　駿　君（米山奨学生)

９．本日の回覧

　① 地区大会登録申し込み

　② 2003̃2004年度版ロータリー入門書申し込み

　③ 「月見例会出席」出・欠席(10/21)

　④ 「職場例会出席」出・欠席(10/28)

　⑤ ｢ダメ。ゼッタイ。｣国連支援募金箱

　⑥ ｢おぎゃー献金運動｣募金箱

　⑦ 中津中央RC・日出RC・杵築RC　週報

10.  本日の配布

　① 週報698号

　② 『 あるロータリーアンの物語 (1)』

(R情報委員長：鳴海淳郎)

スマイルボックス 副委員長　溝部　仁

○後藤会長

　清々しい季節になりました。

　スポーツに行楽に精をだしましょう。

○河村会員

　私は出身は別府ですが、高校時代は父の転

勤で中津にいました。先日、中津南高校の創立

110 周年があり、同級生だけでも 150 名参加

しました。

　同級生の中にも若い人、老けた人様々で、感

慨深いものがありました。もちろん私は若かっ

たです。

○吉冨会員

　先日のビルクリ競技大会も大成功に終了し、
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過ごしやすい季節になった事に感謝してスマイ

ル致します。

○梅津会員

　昨日は「星和会」と云う婦人の団体で熊本の

「フラワーヒル菊池園高原」でコスモス園や巨

大ダリアを見学。又、先週の 25・26 日は農協

共済招待旅行で長崎・佐世保一泊があり、少し

ダウン気味ですが、土曜日のソフトボールの応

援も頑張らなくてはと思っています。

　選手も応援も頑張りましょうネ。スマイル

○薬真寺会員

　前回の河村さんの卓話、大変参考になり、ヒ

ントを頂きました。ありがとうございました。

○上妻会員

　30 年以上のブランクがあるソフトボールの

練習に２日とも参加しました。選手としての力

量は、はなはだ心もとないけど、久しぶりで気

分がよかったです。

○村津会員

　来週 10 月７日（火）、ホテルニューオータ

ニ大阪で開催される「海軍兵学校 77 期全国大

会」アトラクションの合唱演奏の出演に備えて、

合宿練習の為、千葉県上
カ ズ サ

総一
イチノミヤ

宮に来ております。

ホームクラブ欠席をお詫びします。

　みなさん、スマイルをよろしくお願いします。

○森会員

　24 日、東京行きの飛行機で河村さん、平野

さんと同乗しました。私と河村さんは仕事、平

野さんはアソビでした。26 日に帰ってその足

で溝部先生と熊本へ職業奉仕セミナーに出席し

ました。

　28 日、日曜日に家に帰りました。

　久しぶりに会った家内から少しつれなくされ

ています。

○溝部会員

　地区職業奉仕セミナーに森さんと出席しまし

た。２日間熊本で飲みました。お陰で疲れまし

た。

○小川会員

　長引いた残暑に、きゃしゃな身体と繊細な神

経が参ってしまいました。もう１週お休みさせ

ていただきます。

　みなさんもどうぞご自愛ください。お詫びし

てスマイルさせていただきます。

卓　　　話 　　

『新世代のための月間に因んで』

　　森　宗明　新世代委員長

　　別府中央ロータリークラブにおける

　　　　　　　　　　インターアクトの活動

１，活動資金の状況、地区に支払う負担金の内容

と金額　

　　　　予　　算 170,000円

　　　　年次大会分担金 30,000円

２，大分県インターアクト連絡協議会の状況　一

年一回の会議　今期会計担当

３，インターアクトの地区年間行事　年次大会のみ

４，ラタクル会長の提唱する新世代プログラム

　　　・新世代に手を貸しましょう。

５，ロータリアンはビジネスのリーダーとして、

若者に職務上の指導や、経験を身につける機

会を与えることができると言う特別の地位に

います。クラブは、地域の学校が実施し、適

切な教育の重要性を強調しているプロジェク

トに参加してください。また私たちは、家の

ない子供達、虐待を受けている子供達、ある

いは家庭内暴力といった問題に取り組むプロ

ジェクトをリードし、支援するべきです。

６，ロータリアンは、インターアクトプログラム

を通じて、12歳から18歳の青少年に奉仕の

理想と、国際理解に献身する親睦活動をロー

タリアンと一緒に行う機会を与えます。つま

り、ロータリアンとインターアクターは共に

考え共に行動するものと理解します。

７，ロータリーの事業として行う訳ですから、当

然RIの基本理念と活動プログラムを実行す

るべきでしょうが、それにそのまま添うこと

は、学校、学生の状況、提唱クラブの財政状

況等考えますとかなり困難です。現在の処、

別府溝部学園高等学校のインターアクトの状

況と学校側の体制は以下のようになっていま

す。

・ 別府溝部学園高等学校では学生全体をイン

ターアクト要員と考え、行事がある毎に参

加者を募る方法をとっています。従って固

定したアクターの名簿はありませんが、地

区ＲＩは名簿の提出を求めてきますので、

便宜上提出をしています。ですが実活動の

基本になるものではありません。

　ただし、活動するにあたって、会長等基
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本的な組織の形は必用と思われますので、

活動の中心となる要員の最小限の人員確保

をお願いしています。幸い今年度は担当教

官が提唱初年度の教官に戻りましたので、

現在今後の活動の基本となる単年度の活動

計画の作成にかかっています。

　また担当教官との連携・ロータリークラ

ブの理解のために、インターネットを利用

することを担当教官と考えています。さし

あたり鳴海先生にお願いして掲載する原稿

を作っていただきましたので進めて参りま

す。

　また簡単な印刷物を作成して学生に配布

することも併せて考えています。

■ R情報より

「インターアクト ｣ のしおり

NO.110　2003/9/4

鳴海　淳郎

友愛の楽しみと、明日へのリーダーを育てる

インターアクト

　インターアクトは、 14 歳から 18 歳までの青少

年を対象とした奉仕と交歓のためのクラブです。

1962 年に開始されて以来、今や、約 20 万人の

会員と 8,900 以上のクラブを世界の 113 カ国に

もつ大きな国際奉仕プログラムへと発展し、若者

の情熱と活気に満ちた奉仕活動で力強いパワーを

発揮しています。

　インターアクト・クラブはそれぞれロータリー・

クラブによって提唱され、監督を受けます。そし

て、学校をベースとするクラブでは、学校当局の

承認と奨励を受けます。

インターアクトの目的　

　インターアクトの目的は、奉仕と国際理解に専

心する世界的な親睦グループで、共に働く機会を

若者たちに提供することです。

その目標として、

　・建設的な指導力と優れた人格を養成すること。

　・他人を思いやり、進んで助ける行動を奨励し、

実践すること。

　・すべての有益な職業の尊厳と価値を認識する

こと。

　・地域、国、世界の問題について知識と理解を

深めること。

インターアクトの活動

　各インターアクト・クラブは、1 年に少なくと

も 2 つの奉仕プロジェクトを実施するようになっ

ています。その一つは学校または地域社会に奉仕

し、他の一つは国際理解を増進するものです。

　１．それぞれのインターアクト・クラブは、自

身の学校や地域社会に益をもたらす奉仕プ

ロジェクトを実施します。例えば、違う目

的のための募金活動、献血運動、慈善コン

サートをしたり、高齢者ホーム、児童養護

施設などを訪問したりします。

　２．また、インターアクトは、世界を理解し合

い、友好を深める国際奉仕プロジェクトも

計画し、海外のインターアクトとコミュニ

ケーションを取り、活動を共にすることで、

他の文化を知ることが出来ます。インター

アクトには、国境や海を超えた友情を結ぶ

チャンスも与えられています。他国のイン

ターアクト・クラブとの協同奉仕プロジェ

クトを通じて、インターアクターは異なる

文化を学び、国際親善を推進し、時には国

際奉仕パートナーと協力するため海外に出

向くこともあります。

インターアクトから得られるもの

　インターアクトは、これらのプロジェクトを成

功させるために活躍し、共に作業することにより、

クラブ会員はお互いをよく知ることができ、これ

らの新しい友人と協力して活動することに喜びを

見出すと同時に、末長い友情を築くことが出来ま

す。

　また、インターアクト地区大会に出席したり、

姉妹地区との交流などにより、インターアクト会

員は友情のネットワークを広め、プロジェクトや

クラブ活動に関するアイディアを分かち合うこと

が出来ます。そうして、これに他人を助けること

からもたらされる満足感が加わり、『友愛の楽し

み』を味わうと共に、明日への夢を育むことに役

立ちます。


