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例会日：毎週木曜日 18時 30分  例会場：関観光ホテル 住所：岐阜県関市池尻 91-2 

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 土屋 敏幸  副会長 波多野 篤志  幹事 伊佐地 司  クラブ会報委員長 後藤 政之 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 2064 回例会 2022年 5月 12 日（木） 

卓 話 社会保険労務士法人 まごころ 代表社員 鈴木 かおり様 

テーマ 「心の経営」 ／ 担当 ニコボックス委員会 

 

 

 

 

 

 

 

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

＊お客様の紹介 

国際ロータリー第 2630地区インターアクト委員会

委員長 布目 美智男様 

＊会長あいさつ 土屋敏幸会長 

 皆さん、こんばんは。今日のお

客様を紹介します。国際ロータリ

ー第 2630地区インターアクト委

員会委員長 布目美智男様です。

遠いところご足労頂きありがとうございます。 

 テーマは「これからのインターアクト」です。短

い時間ですがしっかり勉強させて頂きますので、宜

しくお願いします。 

 さて、4月 23日土曜日に上之保生涯学習センタ

ー・ホールにおいて私の上之保中学校の同級生たち

が主催する(Kami-chu-band)「上之保出身者で奏で

る懐かしの名曲ライブ」というコンサートが実施さ

れました。コロナの影響で何度も延期になっていま

したが、前々からお手伝いを頼まれていましたの

で、準備の為午前 9時に行きました。開演が 13時

なので早過ぎると思っていましたが私は受付係なの

で案の定暇を持て余していました。何もしないでボ

ーっとしているのは本当につらいものですね。仕事

の電話が 2～3件入ったのが救いになりました。 

このライブ 4部構成になっていて、第 1部が年配

女性グループ「みんなで楽しく歌おう会」のコーラ

スで懐かしの昭和の名曲（早春賦、たんぽぽ、花、

知床旅情、上を向いて歩こうなど）を披露しまし

た。グループは間もなく 11周年を迎えるそうで

す。元気ですね。 

第 2部は私の同級生 3人＋同級生の長女で構成す

前例会の記録 第 2063回 2022年 4月 28日（木） 

卓 話  国際ロータリー第 2630地区 

インターアクト委員会 

委員長 布目 美智男様 

テーマ  「これからのインターアクト」 

担 当  ニコボックス委員会 

2021～2022年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「みんなで考えよう 未来へ繋ぐために」 



る Kami-chu-bandによる懐かしのポップス＆沖縄・

三線（希望の轍・糸・海の声・イマジン・たしかな

ことなど） 

第 3部は同級生の長女でプロピアニストの吉田真

由香さんがクラシックの名曲＆自身作曲のオリジナ

ル曲を演奏しました。彼女は私の長女とも同級生

で、昨年の長女の結婚式の時に神戸まで来てくれて

ピアノ演奏してくれたので、さすがにお手伝いを断

ることはできませんでした。 

第 4部 よせばいいのに、またまた Kami-chu-

bandによる懐かしのフォークソング（心の旅、岬め

ぐり、なごり雪、風、ささやかな人生など）を歌っ

ていましたが、さすがに声が出ていませんでした。

ちょっと欲張りすぎたかもしれません。観客は 130

人ほど来て頂きましたが、ほとんどが年配の人でし

た。フォークソング以前の人たちでも楽しめたので

しょうか？ 

 またびっくりしたのは来賓の方々でした。共催に

なっていた上之保ふれあいのまちづくり推進委員会

委員長 藤村伸隆氏をはじめ関市長、副市長夫婦、

渡辺英人関市議会議員、武藤容治衆議院議員秘書の

伊藤氏、酒向薫元県会議員などそうそうたる人にお

越し頂きました。第 3部以外、素人同様のライブに

来て頂いてありがとうございました。また、4月よ

り上之保温泉ほほえみの湯も再開しました。今後と

も関市上之保地区のこと宜しくお願い申し上げま

す。 

 また、コンサートが始まったころ知床観覧船遭難

事件が起きたことを後から知りました。26人が行方

不明となり、現在 11人が死亡。3歳の加藤七菜子ち

ゃんの死亡も確認されました。せっかくお父さんお

母さんと楽しい旅行だったのに。お亡くなりになっ

た方々のご冥福をお祈り申し上げます。まだ、行方

不明者の捜索が続いていますので、見解は避けます

が、必ず職業倫理が問われてきます。私も他人事で

はなく職業を持つ人間として心してかからなければ

いけないと思っています。 

 

＊米山記念奨学生カウンセラー 感謝状贈呈 

 

＊卓話 国際ロータリー第 2630地区 

インターアクト委員会 

委員長 布目 美智男様 

 テーマ 

「これからのインターアクト」 

地区のインターアクト委員長を拝命してから今期

で 4年になります。経緯は、私は子供が 3人おりま

すが、3人とも高校の時にインターアクトクラブに

所属しておりました。韓国派遣や交換留学の機会に

恵まれ、娘はフランスに 1年、息子もアメリカに 1

年、ロータリーの交換留学生として派遣されまし

た。娘は、ＡＯ入試等を利用して大学へ入学し、就

職にも経験を生かすことができ東京の商社で就職し

て今はオランダで仕事をしております。息子も交換

留学で知恵や度胸がつき英語力も評価され学校長の

推薦を頂き大学へ進学を決めました。 

交換留学生の受け入れに関しては、今までオース

トラリア 5人、フランス 1人、アメリカ 4人、ニュ

ージーランド 1人の合計 11人を受け入れました。

今年の夏からスウェーデンの子が来ます。こういう

機会に恵まれて見識が深まるのもロータリーのお陰

だと思っております。ロータリーのおかげで、子供

が成長し大学にも入れました。ロータリーに恩返し

のつもりで地区のインターアクトクラブ委員会に入

りました。インターアクト委員長も恩返しだと思っ

て引き受けました。 

委員を 2年やった時に引率で韓国に行き、3年目

で委員長を拝命し大変苦労もしましたが、韓国 3600



地区の地区大会に田山ガバナーにお願いし同行させ

て頂き、韓国のインターアクト委員長や国際交流委

員会の委員長と面談してその年の韓国派遣と日本派

遣団の受け入れをスムーズに行うことができまし

た。 

 この時のエピソードは、美濃市から派遣された学

生が出発ロビーでパスポートを家に忘れてきてしま

い、その後、父親に頼んで届けてもらうように手配

をかけセントレアに来てもらいましたが、父親が送

迎場ではなく駐車場に行ってしまい、タッチの差で

間に合わずチケットを買って次の便で来ることにな

り、夜にインチョンまで迎えに行きました。翌年の

韓国派遣では、韓国のロータリアンが帰国前日のセ

ントレア空港のホテルでチェックインをするときに

パスポートを紛失したことが判明するというアクシ

デントにあい、出発日の当日の朝、名古屋駅の近く

の韓国領事館に二人で駆け込んで出国証明を取りに

行って、空港まで戻ってきて帰りの飛行機に間に合

うということがありました。 

インターアクトの現状 

世界のクラブ数 35,000以上 

ロータリアン 122万人 

世界のインターアクトクラブがある国は 159 

国連加盟国 193ケ国 

インターアクター468,556人（2019年 9月） 

2630地区 34校 スポンサークラブ 33クラブ 

残念ながら 3つのインターアクトクラブがなくなり

ました。 

高山高校、セントヨゼフ学園、各務原西高校 

無くなった理由としては、廃部、スポンサークラブ

が手を引いた。スポンサークラブの消滅。 

近年、県の教育委員会の指導で部活動の時間の短縮

や部活動自体の自粛要請があり、活動があまりない

部活動は廃部に追い込まれることがあります。 

2 年前のアンケート結果 

スポンサークラブとＩＡクラブの共同事業について 

毎年行っている 26 クラブ 

年によって  4 クラブ 

何もなし  5 クラブ 

高校とスポンサークラブの関係 

毎年校長・顧問教師に挨拶に行っている 20 クラブ 

例会に校長・顧問教師を招いている  19 クラブ 

例会に生徒が来る          23 クラブ 

これからのインターアクトクラブ 

世界的なコロナウイルスのせいで、すべての交流が

途絶えてしまった現在、ロータリークラブの活動も

インターアクトクラブの活動も中止になってしまい

ました。ロータリアンの皆さんはロータリーをやめ

ない限り続いていきますが、インターアクターの生

徒は卒業によっていなくなってしまいます。在校生

のインターアクターは、この 2 年間活動がほとんど

できておりません。したがって、先輩との交流をし

てこなかった為、継続して行ってきた活動は途切れ

てしまいました。今年度からのインターアクトクラ

ブは初年度といってもいい状態です。 

 関商工インターアクトクラブでは、毎年、長良川

の環境調査をはじめ、小瀬鮎の瀬上流右岸の汚染調

査・自然度調査・水質調査など素晴らしい活動があ

ります。こういった事業が継続できるような支援を

スポンサークラブとして経済的な支援だけでなく、

人的な支援を含めて尽力して頂きますようお願いし

ます。 

 そのためには、関商工高校との頻繁な交流を考え

ていただき、例会へ参加してもらうため、校長先生

に卓話をお願いするとか、下呂ＲＣでは毎年、就職

する生徒に対し、模擬面接の面接官を行い就職活動

を支援しております。地域に根付いたロータリーだ

からこそ支援できることがあると思いますのでコロ

ナ禍ではありますがよろしくお願いします。本年は

韓国派遣は中止になりましたが、再開の時には従来

通りの支援をお願いします。韓国派遣に参加する生

徒がいるとＩＡクラブとの関係が生まれ、出発前の

挨拶や帰国後の報告の機会が生まれます。 

 近年、韓国 3600 地区においては日本に行きたい

学生は多いが、ホームステイを受け入れることが困

難な状況にあり、参加者を 25 人から 20 人に減らし



たいとの要望があり、人数を減らしましたがＫ－ｐ

ｏｐが好きな学生はたいへん多く韓国への関心は高

いです。また青少年交換委員会による長期の交換留

学の募集も行われております。ぜひともこのような

チャンスを逃がさないためにも関商工高校に働きか

けをして頂き、生徒の方々にロータリーを知っても

らい、その働きを感じてもらいますよう関中央ロー

タリークラブの益々の活躍を祈念しております。 

＊出席委員会 

会員数 30 名、本日の出席 20 名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長、幹事 

 国際ロータリー第 2630 地区インターアクト委員

会 委員長 布目美智男様 本日の卓話よろしく

お願いします。 

・国際ロータリー第 2630 地区 

インターアクト委員会 委員長 布目美智男様 

 本日は例会にお招きいただきありがとうございま

す。よろしくお願いします。 

21 名のご投函ありがとうございました。 

＜次例会の案内＞ 

第 2065回 2022年 5月 26日（木） 

創立 45周年記念祝賀会 

担当 創立 45周年記念実行委員会 


