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出席報告
会員数 109名
出席数 64 名 欠席数 38 名
出席免除会員 7名 荒川(雄)君 杉原（弘）君

新納君 佐田山（有）君
宮本（守）君 髙橋君 小谷君

出席率 64.15 ％
ビジター
メークアップ
会員6名（9/22インフォメーション） 会員3名（9/22
ロータリー奉仕デー打合せ） 会員26名（9/23 5RC
親睦ゴルフ大会） 林君（9/25IA鳥取県ブロック協
議会） 荒川（圭）君（9/26クラブ米山記念奨学委員
長研修会）

【 素敵なロータリアンを目指そう、思いやりの心を持って 】

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
SERVE  TO  CHANGE  LIVES

会長挨拶

皆さん、こんにちは。
本日ご来訪の方をご紹介致します。

米子松蔭高等学校から、高嶋博子先生と景山智子
先生そして３名の生徒さんがお見えになられて、後
ほどインターアクトクラブの活動報告を披露頂きま
す。
そして本日ご入会の福井康治さんです。
9月10日が作文コンテストの応募締め切りで昨年

以上の585点の応募がありました。新世代委員会は
大変だと思いますが頑張って頂きたいと思います。

9月20日は敬老の日。我がクラブには30代から80
代と幅広く会員がいらっしゃいます。高齢者とは65
歳からと云うそうですが、「四十、五十は洟垂れ小僧
六十、七十は働き盛り 九十になって迎えが来たら、
百まで待てと追い返せ」と渋沢栄一の言葉がありま
す。人生100才時代となりました。老人ではなく人生
の熟練者が沢山いらっしゃいますのでロータリーで
楽しんで交わって頂きたいと思います。

今週のお祝
主・夫人誕生日祝：1日古杉淳君 7日内田良一君

12日長棟信泰君 19日細田耕治君
21日宮本 守君 23日岩岡三男君

結婚記念日祝：10日河口正明君 13日松浦啓介君
19日松浪昭二君 21日西村弥子君
23日小田浩一君 26日足立慶君

スマイルBOX 45,000 円 （390,000 円）
出席100％祝：楠君、中田君
本人誕生祝：井上君、黒見君、小林君、尾沢（裕）君、

杉原（弘）君、高田君
主・夫人誕生祝：河口君、小林君
創立記念日祝：長谷川君、高田君、吉岡君
理事退任：中田君

幹事報告
（1）米子松蔭高等学校インターアクト部活動報告の

ため、顧問 高嶋先生、景山先生 部員 福本龍聖
さん、門脇千夏さん、中本祈梨さん 来訪

（2）福井 康治会員 本日入会 会員数 109名
テンプスタッフフォーラム㈱ エリア長

（3）5RC合同会員名簿配布
（4）10/17 第89回大山秋の一斉清掃の実施 中止の

お知らせ （大山の美化を推進する会より）
（5）12/8 第50回ロータリー研究会記念講演のご案内

（ガバナー事務所より）
（6）2018-19年度 地区補助金奨学生 藤田夏未さん

より完全帰国のご報告 （メールにて）
（7）第2回「高校生マナーアップさわやか運動」中止の

お知らせ （青少年育成米子市民会議より）
（8）他クラブ例会変更等、掲示板を確認して下さい
（9）9/29 休会 9月末でクールビズ終了

10/6 ガバナー公式訪問例会
（10）例会終了後、「ロータリー奉仕デー」について

委員会開催



『 清 掃 活 動 』
私たちは、毎月一回ゴミ拾いをしています。
最近では9月7日に部員三人でゴミ拾いをしまし
た。学校周辺を歩いてみると、意外とゴミがある
事がわかりました。田んぼ周辺には生ゴミ、お菓
子などの包み紙やペットボトル、水路の近くには
たくさんのタバコの吸い殻、ジュースなどの空き
缶がポイ捨てされ、それだけではなく中にはコロ
ナの感染防止対策として日ごろ使って いるマス
クもありました。たった一周回っただけで45Lの
ゴミ袋一袋分の量のゴミが集まりました。学校
に帰ってから集めたゴミはそれぞれ分別して処
分しました。ゴミを拾うために色々な所を見てみ
ると草の根本や水路の水の中などのパッと見た
だけでは分からないようなところにたくさん落ち
ていました。ポイ捨てするような人が軽い気持ち
でやってしまったものが風などで拾いにくいとこ
ろに行ってしまっているから、そうやって拾えな
かったものが出てくると環境破壊につながってし
まいます。私たちが生活していく中でゴミは必ず
出るものです。それはどうすることもできません。
ですが、考え方次第ではゴミの量を削減したり、
ポイ捨てを無くすこともできるかもしれません。な
ので、良い環境を作り未来に繋げていくことがで
きるように私たちにできることがあるならばどん
どん実行していきたいと感じました。この活動を
することによって少しでも自分たちが生活する場
が綺麗になってよかったと感じました。
『 募 金 活 動 』
今年の7月に静岡県、島根県、広島県で豪雨災害
がありました。今回の災害は人的被害がとても多
く死者26名、行方不明者1名、負傷者28名、家が
半壊したり全壊したりととても多くの人達が苦しみ
ました。そこで私たちは7月15日に学校で募金活
動を行いました。この日は一学期の三者面談の
期間で、保護者さんや生徒など、通りかった人に
募金してもらいました。災害に対して他の県の人
たちのためでも支え合っていこうと言った気持ち
が、感じられてとても良い体験をしました。また、
わたしがいつ被災するのかわからないので私たち
も他人事と思わず、いざというときのため防災グッ
ズ等を準備していきたいです。

ここでクイズです!!
「募金で集まった金額は何円でしょう?」
①約 6,000円 ②約 10,000円 ③約 12,000円

正解は①の約 6,000 円です。
6,523円を日本赤十字社に送りました。
新型コロナウイルスの影響で1日しか募金活動が
できませんでしたが、少しでも支援になれば良い
と思います。

＜本日のプログラム＞

米子松蔭高等学校インターアクト部活動報告
顧問 高嶋博子先生 景山智子先生
部員 2年生 福本龍聖さん

1年生 門脇千夏さん 中本祈梨さん

こんにちは、私たち米子松蔭高等学校インターアクト部
2年福本龍聖､1年門脇千夏，1年中本祈梨です。
よろしくお願いします。これから活動報告をします。
昨年に続き､コロナウイルス感染症の影響で様々な活動
が制限されてきました。地区大会が昨年は出来なかった
ですが、今年はリモートで開催できるようになりました。
今年のインターアクト部としてのコロナ禍での活動をこれ
から紹介していきたいと思います。

『 地 域 交 流 』
(1)老人ホームへの訪問

以前は老人ホームを訪問し、20名ほどのお年寄り
の方とレクリエーション等をしていましたが、新型
コロナウイルス蔓延により例年のようなレクリエー
ションを行うことが難しくなってしまいました。このよ
うな状況下で僕たちに何ができるのかを考えました。
交流は4月の下旬で､非接触型で計画しました。
ここでクイズです‼

「僕たちは季節にちなんであるものを持って行こうと
しました。何を老人ホームに持っていったでしょう？」
①ちまき ②花束 ③鯉のぼり
正解は③の鯉のぼりです。接触を避ける為、作った
鯉のぼりを代表者1名が渡す形になってしまいました
が､このような状況下でもインターアクト部として老人
ホームへの訪問ができたことに胸を撫で下ろしました。

(2)幼稚園訪問
私たちは西部あおば幼稚園を訪問しました。その時
期は梅雨で雨の降る日が多かったので、部員でた
くさんのてるてる坊主を作りました。色を変えてカラ
フルにしたり、１つひとつ顔を描いたりして工夫をし、
楽しんでもらえるようにしました。梅雨の時期の中、
幼稚園の皆さんに元気を出してもらえるように手紙
も書きました。コロナの影響により園内に入って園
児たちと交流することは出来ませんでしたが、てる
てる
坊主と手紙を園児たちに渡すと、とても喜んでくれ
ま した。かなり時間をかけて作ったので喜んでもら
えて嬉しかったです。コロナ禍で、地域の方々と会う
ことも少なくなっていたので、今回幼稚園を訪問して
園児たちの笑顔が見られてよかったです。



『 インターアクト地区大会 』
私たちは、2021年7月24日に開催されたインターアクト
地区大会に参加しました。今年は、新型コロナウイル
スの影響により例年と異なりオンラインでの開催となり
ました。今年のテーマは「世界を知ろう 変えていこう！
今だからこそインターアクト！！」です。最初に早稲田
大学ボランティアセンター教授の岩井雪乃さんの、講
演を聞きました。
ここでクイズです!!
「岩井雪乃さんが行った講演はどれでしょう？」
①キョン ②ヌートリア ③アフリカゾウ

正解は③のアフリカゾウです。岩井雪乃さんはアフリカ
ゾウ獣害問題について講演をされました。次にグループ
に分かれて、地区大会までに行った活動の報告とその
課題について話し合いました。私たちの活動内容は清
掃活動と幼稚園との交流です。清掃活動は学校周辺の
ゴミ拾いで、幼稚園にはてるてる坊主を送りました。
お互いの活動報告に対して質問をしたり、その課題につ
いて話し合ったりしました。最後にオンライン開催という
事もあり、不具合などが起こり、忙しい大会になりました
が、岩井雪乃さんの講演や同じインターアクト部の仲間
からも意見が聞けてとても充実した大会になりました。
この大会で得た知識を、コロナ感染症対策に生かし、安
全に活動して行こうと思います。

最後に私たちからお願いがあります。
今年も学校祭でバザーをするので品物のご提供をよろし
くお願いします。
学校祭は、10月14日木曜日です。

《 新 入 会 員 紹 介 》

◎テンプスタッフフォーラム株式会社
エリア長 福井康治君

〇推薦者：長田安弘会員

昭和48年生まれの48歳。出雲市生まれです。
今年6月までは3年間高知市におりました。
その前は出雲、松江、鳥取市の方で勤務しておりました。
前職では米子で４年間程勤務をしていたこともあり、１７
年ぶりに米子に帰ってきた次第となります。このたび米子
東ロータリークラブに入会させて頂きありがとうございま
す。非常に光栄な事と思っております。
一日でも早く戦力として活躍できるよう、名前を憶えて頂
けるように尽力して参りたいと思います。
よろしくお願い致します。

【 次回プログラム 】
10/ 6 ガバナー公式訪問
10/13 「会員増強について」

槙野永一 米子RC  ロータアクト委員長
山口博史 米子ロータアクトクラブ会長
「ロータリーの友」紹介 雑誌委員会
「理事抱負」 楠明彦クラブ広報理事

10/20 休会
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