
新世代のための月間

９月２３日（金） ９月３０日（金） １０月７日（金） １０月１４日（金）

休会 卓話 ガバナー補佐訪問 理事役員会 11：30

和田 了司君 河村金明ガバナー補佐 祝福

例

会

予
定 クラブ協議会 13：30 卓話 足立 治夫君

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp
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副 会 長：清 水 勲 例会場：ホテルプラザ勝川
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・今月の歌 「 琵琶湖周航の歌」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 密蔵院 座禅例会

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

ロータリーソング

日も風も星も

さわやかな朝だ

我等はローターリアン

いつも微笑み いつも元気で

さあ 出かけよう

日も風も星も ラララ光るよ

今月の歌

琵琶湖周航の歌

我は海の子 さすらいの

旅にしあれば しみじみと

のぼるさぎりや さざ波の

滋賀の都よ いざさらば

幹事報告 幹事 北 健司君

○ ガバナー公式訪問の出席者確認の件

日時：2011年10 月25 日（火）

場所：栄東急イン

２０１1年９月１６日（金）第２０６２回（９月第３例会）

◎例会変更

愛知長久手 ９月 20日(火) ９月 20日（火）12：３０～

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

愛知長久手 ９月 27日(火) ９月 27日（火）12：３０～

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

名古屋千種 ９月 27日(火) 9 月27日（火）

ＲＣ 職場例会の為 介護施設あまこだ

名 古 屋 葵 ９月２２日(木) ９月２２日（木）

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為

一 宮 北 ９月３０日(金) ９月３０日（金）

ＲＣ 持ち出し例会の為 総合体育館

一 宮 中 央 ９月２１日(水) ９月２３日（金）

ＲＣ 青少年球技大会の為 総合体育館

名古屋城北 ９月 2０日(火) 9月2０日（火）

ＲＣ 職場例会の為 自衛隊小牧基地

名古屋城北 ９月 2７日(火) 9月2７日（火）

ＲＣ 夜間例会の為 栄東急イン

尾 張 中 央 ９月２８日(水) ９月２７日（火）１２：３０～

ＲＣ ｶ゙ ﾊ ﾅ゙ー 公式訪問の為マリオットアソシアホテル

多治見リバーサイド ９月 2７日(火) 9月2７日（火）

ＲＣ 移動例会の為 オースタット国際ホテル

岩 倉 ９月２７日(火) ９月２９日（木）１７：４５～

ＲＣ パスタ例会の為ダールフルット

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 21 名 出席率71.4%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率98%



ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○女房にお花をありがとうございました。

加藤 茂君

○お祝いありがとうございます。 名畑 豊君

○誕生祝。 林 徹君・伊藤 純君

○スクラッチ会おつかれ様でした。加藤久仁明会

員にはたいへんお世話になりました。宅間さんに

はお気遣いをいただきありがとうございました。

志水ひろみ君

○宅間さん、スクラッチ会への差入れありがとう

ございました。おいしかったです。屋嘉比良夫君

○楽しいスクラッチ会でした。ありがとうござい

ます。誕生祝ありがとう。 蓮野 美廣君

○春日丘インターアクトクラブの皆さんを迎える

よろこびで。 風岡 保広君

○インターアクトの皆さんご苦労様です。

近藤 太門君

○ようこそ春日丘高校インターアクトさま。卓話

を楽しみにしています。 和田 了司君

○歓迎！春日丘高校インターアクトクラブ。

山田 治君

○本日、司会をさせていただきます。宜しくお願

いします。 成瀬 浩康君

○田村圓心先生をお迎えして。 足立 治夫君

○新内閣に景気回復を期待して。 宅間 秀順君

○卓話を聞く喜びで。

林 鑛三君 林 憲正君 伊藤 一裕君

加知 康之君 貴田 永克君 中島 宗幸君

野浪 正毅君 大橋 完一君 大畑 一久君

太田 弘道君 社本 太郎君 峠 テル子君

塚本 兼光君 梅田 英夫君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

○本日のニコボックスは春日丘高校インターア

クトクラブ活動資金としてお渡ししました。

卓話 密蔵院田村圓心ご住職

鎌倉時代の嘉暦(かりゃく)3 年(1328)、慈妙上人

(じみょうしょうにん)によって開山された医王山

薬師寺密蔵院は、天台宗延暦寺末中本寺格です。

戦国時代末期に衰退したものの、寺運盛んな時代

には全国に 700余りの末寺を有し、寺域には塔頭

三十六坊、3000人を超える修行学侶がいたといい

ます。しかし、今では往時の隆盛を偲ばせる中世

の建物は、室町時代初期に建立された多宝塔しか

残っていません。多宝塔は禅宗の様式を取り入れ

た珍しいもので国指定文化財です。

また夏の夕暮れ、ライトアップされたその姿は、

ひときわ幻想的です。

春日丘高校インターアクトクラブ活動報告概要

○生徒の思い

去年度より、春日丘高校 IAC は「求められるボ

ランティア」目標に活動を行っています。ボラン

ティアとは、本来無償で労働力などを提供するも

のです。ただ、ボランティアをすることで、ボラ

ンティアをする側が得られることが多いのも事実

です。だからこそ、春日丘高校ＩＡＣは、より求

められるボランティアを目指し、ボランティアを

する側もされる側もより笑顔になれる活動を目指

しています。そこで考えたのが、高校生らしい若

さやエネルギーを伝えられるボランティアです。

具体的には「提供できる技術」の習得を目指し、

みんなで楽しめるステージを目指した合唱練習な

どを行っています。

ここ数年、春日丘高校 IAC は人数も増え、活動

内容も充実してきています。今後もより地域社会

に貢献でき、活動している人の成長に繋がる活動

を進めていこうと思います。

○クラブ員数

31 人（3 年：3 人 2 年：16 人 1年：12人）（男：

7 人 女：24 人）

○主な活動内容と実績

・心身障害者コロニーでのボランティア（月 1回

～2 回の定期活動 コロニー祭へも参加）

・募金活動(ニュージーランド大震災20万9千 574

円 東日本大震災84万981円など 日本赤十字社

から表彰を受ける)

・学童保育でのボランティア（本読み・工作教室・

外遊び）

・合宿(春日丘高校 IAC独自で行っているボランテ

ィア合宿 特別養護老人ホームでのボランティ

ア・清掃活動・リーダー研修 読売新聞の取材を

受ける)

・高校文化祭でのチャリティー販売（去年度実績

2 万 2千 639円）

・校内外での地域清掃活動（年数回）

・合唱練習（年次大会に向けて 提供できる技術

取得を目指して）

・IAC 国内・国外研修参加（去年度：屋久島・鹿

児島研修、今年度：ハワイ研修）

・中部大学主催「あつまれわんぱく隊」参加（年

5 回参加）

・社会福祉協議会でのボランティア（社会福祉協

議会祭り参加）

・例会・幹部会（月 2 回～3 回）

○今後の課題と予定

・提供できる技術の習得（歌・踊り・演奏・工作・

お絵かき・手遊び など）

・ フリーマーケットなどでのチャリティー物品

販売、募金（コロニー祭参加など）

・国際交流

・他校との交流

・中部大学との連携強化



（祝福 会員誕生日のみなさん）

（アテンダンス表彰のみなさん）

（初めての幹事報告）

（卓話 密蔵院田村圓心ご住職）

（春日丘高校インターアクトクラブ活動資金授与）

（春日丘高校インターアクトクラブのみなさん）


