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出席報告 
会員数 109 名  
出席数  55 名  欠席数 49 名 
出席免除会員 5名 名 荒川(雄)君   杉原（弘）君  
                   新納君  佐田山君（有） 宮本（守）君 
出席率  53.77 ％   

補正出席率 前回  10/30   75.23  %   10/16  77.27 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ビジター  
メーキャップ 
会員 7名（11/7親睦活動委員会クリスマス会打合
せ）会員9名（11/10秋の中海一斉清掃 米子水鳥
公園横湖岸）石部会長、宮永幹事（11/13 5RC会
長幹事会 いこい） 会員18名（11/14米子中央RC） 
杉原（弘）君（11/15米子RC百寿会） 

【 Think globally, act locally  】 

 
今週のお祝 
出席100％祝：７年 杉本真吾君 ３１年 野坂美仁君 
本人誕生祝：４日 山根 剛君 ５日佐田山有史君 
10日 片岡敏一君 12日 岩岡三男君 １４日 野坂
美仁君 17日 足立耕太郎君 24日 安達聡子君 
26日 種田宏幸君 
スマイルBOX     31,000 円  （523,000 円） 
出席100％祝：野坂（美）君 本人誕生祝：足立（耕）
君、安達君、岩岡君、岩崎（浩）君、野坂（美）君、種
田（宏）君 結婚記念日祝：井上（卓）君 創立記念日
祝：古杉君、永島（清）君、永島（正）君 長男が10/19
に結婚しました：西村（偉）君 

幹事報告 
1米子松蔭高等学校インターアクトクラブ 
     顧問  高嶋博子先生 
     ３年  松田涼平 様 
     ２年  三鴨紗知 様来訪 
2.地区大会ご出席のお礼状 
3.11/10秋の中海一斉清掃 米子水鳥公園横湖岸 
 駐車場 8：30集合  
4.12/22・12/24佐田山千恵さん他クリスマスディナー 
 コンサートのお知らせ（ANAクラウンプラザホテル） 
5.里親制度リーフレット （里親支援とっとりより） 
6.例会変更のご案内 
 米子中央RC 11/14（木）移動例会  
                     ビジター受付あり 
 境港・倉吉  11/19（火）休会          なし 
 米子中央・鳥取・松江東 11/21（木）休会   なし 
 鳥取西             11/22（金）休会   なし 
 松江南    11/18休会 12：00～12：30 
                       ビジター受付あり 
  
  
  

 
  
  

ロータリーは世界をつなぐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

会長挨拶 
  
 今日は米子松蔭高校インターアクトクラブの生
徒さん松田涼平君、三鴨紗知さんと顧問の高嶋
先生においでいただき、活動報告をして頂く予定
です。 
 先週の第一回ビジョン委員会を開催し委員長
に井上賢明会員を選任しました。これから月一
回のペースで議論を重ね3月頃には答申をもらう
予定にしています。 
 皆さんの状差しに会員満足度調査を入れさせ
て頂きました。ビジョン委員会で議論の参考にさ
せて頂きますので、今日例会終了時に回収しま
すのでご記入をお願いします。 
今日はプログラムが多いので以上で挨拶を終わ
ります 
  



「秋の中海一斉清掃」ご案内 
社会奉仕委員会 
西村 偉 リーダー 
 

    

  

＜プログラム＞ 
 「米子松蔭高等学校 
          インターアクト活動報告」 
                    顧問 高嶋 博子 氏 
                    部員 松田 涼平さん 
                    部員 三鴨 紗知さん 

  
    

「各種報告」  

次回プログラム 
11/20 「ロータリーの友」紹介 
           雑誌委員会  上森英史リーダー 
     「ロータリー財団寄付について」 
           R財団委員会 伊藤慎哉リーダー 

「出席報告」 
出席委員会 
林 俊一 リーダー 
 

「スマイル報告」 
親睦活動委員会 
井上 卓也 会員 
 

2019年11月6日 例会 模様   
 

   

≪報告内容別紙参照≫ 

「会員満足度アンケート」について 
【11月10日】 
「秋の中海一斉清掃」 米子水鳥公園横湖岸 
≪参加者≫ 
足立（博）君、荒川（圭）君、深井君、長谷川（進）
君、井上（雄）君、宮永君、西村（偉）君、面谷君、
高橋君 

ビジョン委員会 
井上 賢明 委員長 
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私たちは米子松蔭高等学校インターアクト部生活福
祉コース３年松田涼平、特別進学コース２年三鴨紗知
です。よろしくお願いします。 
私たちが行っていることは、リサイクル活動・地域交
流・インターアクト地区大会・国際交流 の4つの活動

です。今日は，これらの活動について報告をしたいと
思います。 
 
①リサイクル活動 
私たちは校内で出されたペットボトルキャップを回収し、
米子市にあるエコマという会社に持っていきます。エコ
マとは廃プラスチックリサイクル製品の研究開発をさ
れている会社で，私たちが持っていくペットボトル
キャップはベンチなどに生まれ変わります。 
私は大量のキャップを洗うのが大変ですが，作業が
終わったときとても達成感を感じます。 
 
写真の説明をします。 
この写真は，ペットボトルキャップを洗っているところ
です。この日は，兵庫県の 
芦屋学園高校との交流で，一緒に洗っています。 
これは7月にエコマにキャップを持って行ったときの写
真です。これは1年分の学校でたまったキャップで，量
が多くて運ぶのが大変でした。 
これらのキャップが、このようなベンチに生まれ変わり
ます。私たちは知らず知らず，公園などでこのような
ベンチに座っているのではないでしょうか。 
 
②地域交流 
私たちは月に一回お年寄りの方や幼稚園児との交流
をしています。老人ホームでは２０名ちかくのお年寄り
の方と一緒に歌を歌ったり、ちぎり絵、体操などをして
いま 
す。今まではインターアクト部主体でレクリエーション
をしていました。今は部員が私たちだけなので老人
ホームが行っている企画に参加させてもらっていると
いう形で 
やっています。だから私たちができることは少しになっ
てしまいましたがその分地域のお話や、昭和の時代
の話がたくさんできてとても楽しいです。 
私は、お年寄りの方との交流で利用者の方の一人の
女性から戦争についてのお話を聞きました。本当に身
近で、とても胸が痛くなるお話でした。その時代の人た
ちがどんな思いで生活していたのか、自分は今、何が
できるのか、日々感謝の気持ちを忘れてはいけないと
改めて思いました。 
幼稚園訪問では１時間の中で、園児と遊ぶ時間と先
生の手伝いをする時間が３０分ずつあります。前半の
３０分は，おままごとをしたりおもちゃやぬいぐるみを
使って遊んだり、鬼ごっこやかくれんぼをして、園児と
交流しています。後半の先生の手伝い 
では、園児が工作するものの土台や幼稚園内の飾り
を作ったりします。最近では、玄関の飾りとして向日葵
を作ったり、夏祭りに使うちょうちんを作ったりしました。 
 
 
 

③インターアクト地区大会 
僕は7月20、21日に島根県立青少年交流の家サ

ン・レイクで行われた、地区大会に参加してきまし
た。１日目の記念公演はNPO法人出雲学研究所

理事長、藤岡さんに様々な視点から島根県の魅力
についての講話を聞きました。宍道湖に沈む夕日
の美しさや周辺の景観の素晴らしさ、地元山陰地
方の神話についても興味深い話を聞くことができま
した。講話の後に行われたエクスカーションでは山
陰で唯一の現存天守閣にして、２０１５年に国宝に
指定された松江城の見学に行きました。「松江若
武者隊」というガイドの方たちが城の石垣の組み
方、城が敵に落とされにくくするための工夫、松江
城が国宝になるまでの歴史、場内に飾ってある展
示物の説明など、この時しか聞くことのできない貴
重な体験をすることができました。２日目の班別会
議では、１日目に行った記念講演とエクスカーショ
ンの感想と各校のインターアクトクラブが行ってい
る活動などについて意見交換をしました。地域の
ボランティアに尽力しているクラブや、国際交流に
力を入れているクラブがあり、今後の活動の参考
になる意見を聞くことができました。 
その後の全体会議と体験発表で最も印象に残った
のは、岡山県のインターアクトクラブが西日本豪雨
災害で被災した真備町の復興支援ボランティアに
参加していたことです。発表の中で募金活動や被
災地での支援活動の大変さと地元の１日でも早い
復興を願う思いが伝わってきました。僕はこの地区
大会を通して改めてボランティア活動のやりがいに
ついて気付くことができたと思います。 
 
④国際交流 
私は７月２６日に日本中国友好協会米子支部が主
催の中国語教室に参加しました。自分は中国語に
ついて勉強するのが初めてで全く何を言っている
のかわかりませんでした。 
一緒に発音やイントネーションの練習をし、ショッピ
ングモールで流れる中国語の放送がとても身近に
感じられるようになりました。 
 
⑤お礼と報告 
・先月の大山秋の一斉清掃で，僕たちの送迎をし
ていただき，ありがとうございました。 
・また，インターアクトバザーのために，たくさんの
品をいただき，ありがとうございました。当日は，保
護者の方や先生が特に多く来られ，合計で11,400
円売り上げがありました。このお金は，新しく部員
も増えたので，ユニフォームを作るのに使いたいと
思います。 
・また，バザーと一緒に台風19号災害義援金の募
金も行い，7,862円集まりました。このお金は，日
本赤十字社を通して被災地に送ります。 
 
以上で私たちの活動報告を終わります。ご清聴あ
りがとうございました 

インターアクト活動報告 
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