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例会場：ホテルプラザ勝川

例会日：金曜日 12:30-13:30

歓

２０１８年８月３１日（金）２３７８回（８月第４例会）
今月の歌
「我は海の子」
我は海の子
白浪の
さわぐいそべの 松原に
煙たなびく
とまやこそ
わがなつかしき 住家なれ

迎

本日のプログラム
司会
春日井ＲＣ 大橋 省吾君
・点 鐘
犬山ＲＣ会長
日比野万喜男君
・ROTARY SONG
「四つのテスト」
・今月の歌
「我は海の子」
・ビジター紹介 春日井ＲＣ会長 川瀬 治通君
・歓迎挨拶 犬山ＲＣ会長
日比野万喜男君
・食事・歓談
・委員会報告
・出席報告 犬山ＲＣ
鈴木 一成君
春日井ＲＣ
小柳出和文君
・ニコボックス報告
犬山ＲＣ
小川 保利君
春日井ＲＣ
梅村
守君
・幹事報告 犬山ＲＣ
稲垣 圭次君
春日井ＲＣ
古屋 義夫君
・会長挨拶 春日井ＲＣ
川瀬 治通君
・卓話 第 2760 地区 ガバナー 村井總一郎君
・御礼の言葉 犬山ＲＣ会長
日比野万喜男君
・点 鐘
春日井ＲＣ会長
川瀬 治通君

先週の記録
幹事所感
幹事 古屋 義夫君
3RC（春日井 RC、名古屋空港 RC、名古屋城北
RC）が提唱しバックアップしている中部大学春日
丘高校 IAC（インターアクトクラブ）は約 50 人
の部員で構成されていて、その素晴らしい活動を
年間 300 件以上も実践しているとのことです。
今回、私は初めて IAC に強く関わりを持たせて戴
き若い彼等が RC のメンバーと同じく奉仕の志を
もち、私達 RC のメンバーより遥かに多くの活動
を地元地域で実践していることを具体的に知り感
銘をうけました。そして現在、私は春日井 RC メ
ンバーとして IAC をバックアップしていること
を誇らしく感じています。
◎例会変更のお知らせ
岩

倉 ９月４日(火)１２：３０〜
Ｒ Ｃ

名 古 屋 城 北 ９月４日(火)18：30〜
Ｒ Ｃ

基本的教育と識学率向上月間／ロータリーの友月間
９月７日（金）
９月１４日（金）
第３回理事会 １１：３０〜
卓話 JR 春日井駅南東地区市街地再開発組合

野村不動産㈱

諸戸
朝比奈

健司様
孝誠様

夜間例会の為

東急ＲＥＩホテル

名 古 屋 城 北 ９月１1 日(火)
Ｒ Ｃ

例
会
予
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敬老を祝う例会の為 和蔵

鑑賞例会の為 ミッドランドシネマ名古屋空港

職場例会
中部トラック総合センター
１０：４５集合

９月２８日（金）

９月２１日（金）
祝福
休会（定款８−１）

卓話 愛知淑徳大学 楊衛平様

江

南
Ｒ Ｃ

出席報告
会員 53 名
先々週の修正出席

９月１３日(木)１８：００〜
夜間例会の為 スポルト江南
委員長 小柳出 和文君
欠席 17 名
欠席 2 名

出席率 67.9%
出席率 96.2%

ニコボックス報告
委員長 藤川 誠二君
○インターアクトクラブの皆さん、頑張って下さ
い。
川瀬 治通君
○地区大会宜しくお願いします。
蒲郡ロータリークラブ
○インターアクトの皆様ようこそ
古屋 義夫君
○春日丘インターアクトの皆様をむかえる喜びで
和田 了司君
○誕生日の祝福をありがとうございます
屋嘉比良夫君
○祝福の皆様おめでとうございます。
梅村
守君
○春日丘インターアクトクラブの皆様の卓話楽し
みにしています。
青山 博徳君 足立 治夫君
稲垣 勝彦君
大原 泰昭君 小川
長君
小柳出和文君
加藤久仁明君 加藤
茂君
北
健司君
貴田 永克君 近藤 太門君
芝田 貴之君
清水
勲君 社本 太郎君 宅間 秀順君
友松 英樹君 内藤 修久君
成瀬 浩康君
西尾 隆吏君 野浪 正毅君
場々大刀雄君
早川 八郎君 速水 敬志君
松尾 隆徳君
三上
務君 山田
治君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会一同
卓話
中部大学春日丘高校ＩＡＣ
上村菜摘（高校 2 年生）村上奈緒子（高校 2 年生）
酒井智広（高校 1 年生）岡本理奈（高校 1 年生）
「ボランティアの先にあるもの」とい
の 4 名で、
う題名で、春日丘高校インターアクトクラブが活
動紹介を行いました。まず春日丘高校インターア
クトクラブの概要です。部員数約 60 名、活動実
績年間約 350 回、活動場所は心身障害者施設、障
害児施設、高齢者施設、児童養護施設、地域のお
祭りなど多岐に渡ります。部員数、活動実績、活
動先の多様性ともに愛知県下 1 位であるのはもち
ろん、全国的にも有数の規模と活動数の部活動と
なっています。このように盛んな活動が行えてい
るのも、ロータリアンの方々のご支援あってこそ
です。誠にありがとうございます。また、この場
に呼んでいただき、このような機会を用意してい
ただきありがとうございます。春日丘高校インタ
アクトクラブの活動理念は
「目の前の人を笑顔に」

です。高校生がどうやったら様々な人を笑顔にで
きるのかは、
「魅せる」
「提供する」
「求められる」
の 3 点が鍵になってます。魅せるボランティアと
しては、ダンスパフォーマンスやあそび歌コンサ
ート、
があります。
提供すボランティアとしては、
イベントの企画運営、ゲームコーナーの運営、物
品販売、などがあります。物品販売は、障害者支
援品、東日本大震災支援品、フェアトレード商品
の販売を行っています。求められるボランティア
は、魅せることと提供するが叶えば自然と成立す
るものです。具体的な活動としては、遠足支援、
クリスマス会、外出支援などです。他にも「はる
ちゃんプロジェクト」という、愛知県コロニーは
るひ台学園の障害児の方に対して、療育の企画を
行う活動があります。
また、「いっぱいありがとう
カンパニー」という高齢者や障害者の方に軽作業
を行ってもらい、そこで製造された商品を販売す
るという活動があります。それぞれ春日丘高校イ
ンターアクトクラブで独自に企画されたもので、
提供し求められる活動に繋がっています。春日丘
高校インターアクトクラブでは、長野県上田市武
石で独自の合宿を行っています。過疎高齢化地区
支援として、地元に民泊体験をし、夏祭りに参加
しています。夏祭りでは、準備、店舗出店、ゲー
ムコーナー運営、ステージパフォーマンス、神輿
担ぎなど、地元の夏祭りに深く関わっています。
春日丘高校インターアクトクラブは様々な団体と
連携をとることで活動を行っています。具体的に
は、春日井市役所、社会福祉協議会、青年会議所、
各地の商店街などです。高校の部活動である春日
丘高校インターアクトクラブは、活動を通して
様々なことを学びにつなげています。まず多様な
活動を通して、多様な人と出会います。そして、
自主自立を重んじる活動を通して、立場・文化・
思想の違いを認識し理解を深めます。また、問題
発見能力、発信力など、これからの教育に必要と
言われる様々なことを学ぶ機会となっています。
このように様々なことを行えて、学びと成長の機
会を得られるのも、ロータリアンの方々のご支援
あってこそです。誠にありがとうございました。

点鐘

2018-19 年度地区大会副幹事による地区大会ＰＲ

2018-19 年度地区大会副幹事 大町 敏之君

蒲郡ロータリークラブとバナー交換

2018-19 年度地区大会実行委員 永川 貴士君

会員誕生日 屋嘉比 良夫君、社本 太郎君

アテンダンス表彰

春日丘高校ＩＡＣの皆様からの発表その 2

春日丘高校ＩＡＣ顧問 松本 誠太先生の卓話

春日丘高校ＩＡＣの皆様からの発表その 3

春日丘高校ＩＡＣの皆様からの発表その 1

春日丘高校ＩＡＣへ協力金贈呈

