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例会場：沼津東急ホテル 例会日：毎週木曜日
　　　　(18:30点鐘）  第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上武雄　会長　

新年、あけまして、おめでとうございます。

新しい年が、良い年にそして希望ある年になりま

すことを、心よりお祈り申し上げます。

　また、沼津西ロータリークラブ全員の皆様のご

多幸を心より願っています。

　

　新年2010年を迎えて、本年度のクラブテーマ「

ロータリーで仲良く」を実行するために皆様にお

かれましては、前年にも増した下支えご指導の程

を心より、宜しくお願い申し上げます。　

　

　本日は、新年会です。クラブ管理運営委員会の

皆様宜しくお願い申し上げます。

　日中には、伊豆大仁カントリークラブにおいて

、懇親ゴルフ会開催として、大変な楽しい企画、

ありがとうございます。

　また、夜間例会においては、はなぶさ温泉旅館

にて、例会親睦会と盛り沢山な予定と内容となっ

ています。

　新しい年のスタートとして、とても、楽しく仲

の良い出発が出来たと心より感謝しております。

本日の例会を通じて本年がよい年に、そして本日

の例会が楽しく想い出に残るよい日、良い例会に

なった一日だと思います。

  本年度も、宜しくお願い申し上げます。

1月のプログラム

885回 1月14日(木) 12:30　ブケ東海　

      会長、幹事、次期会長、新年の抱負　理事会

886回 1月 21日(木) 18:30　ブケ東海　

          クラブ協議会　上期活動報告　夜間例会

887回 1月28日(木) 12:30　ブケ東海　

会員卓話　インターアクト指導者講習会について 

　         芹澤貞治、宮島賢次

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

 1月 7日に、ブケ東海にて記帳された方

 1.宮地俊秀様：沼津RC1.栗原裕康様：沼津市長

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

884回 22名 17名 - 77.27%

882回 23名 18名 0名 77.26%

●欠席者(5名)

 本村文一、名古良輔、成田みちよ、鈴木良則、

 渡邉亀一

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第884 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 26号

2010年 1月 9日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■ 新 年 例 会 ■ 

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に
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●スマイル報告

1.井上武雄：新年、あけまして、おめでとうございま

  す。本年も、よろしくお願い申し上げます。

2.杉山壽章：あけまして、おめでとうございます。

  今年も、よろしくお願いします。

3.久松　但：あけまして、おめでとうございます。

  今年は、7月からの大役もあり、健康に気をつけた

  いと思います。本年も、よろしくお願いします。

4.重光　純：あけまして、おめでとうございます。

  今年も、よろしくお願いします。

5.栗原侑男：明けまして、御目出とうございます。

  今年も、宜しく。

6.宮島賢次：あけまして、おめでとうございます。

  本年も、よろしくお願い申し上げます。

7.大池省吾：本年も、宜しくお願い申し上げます。

8.大村保二：本年も、宜しくお願い申し上げます。

9.尾島康夫：ゴルフ、70台でまわれました。幸先が良

  いスタートでき、ありがとうございました。

10.芹澤貞治：新年、明けまして、御目出とうござい

   ます。今年も、宜しくお願いいたします。

11.杉山真一：明けまして、おめでとうございます。

   本年も、よろしくお願いします。

12.鈴木泰次：本年も、宜しくお願いします。

13.土佐通孝：本年も、宜しくお願い申し上げます。

14.植松　正：新年、明けまして、おめでとうござい

   ます。今年も、宜しくお願いします。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①静岡南ロータリークラブ

 　1月19日（火）休会。メーキャップの受付は行

   いません。

2.報告・連絡事項

① 1月 21日（木）のクラブ協議会の上期活動報告の

  原稿を事務局に提出して下さい

新　年　会

参加者17名全員集合

やっぱり伊豆長岡の芸者衆ははずせない？？

　

　満面の笑みの井上会長、

　杉山幹事、久松副会長

　　当クラブの美女達も

　　　参加していますよ

　

　

　いい気分で

　　　飲んでます　

　

　　栗原君と若手の面々

　

　閉会のあいさつは、

　ゴルフコンペ優勝者

　　　　　大村保二君

ゴルフコンペは11名が参加（於：伊豆大仁 CC）
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例会場：沼津東急ホテル 例会日：毎週木曜日
　　　　(18:30点鐘）  第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上武雄　会長　

新年、あけまして、おめでとうございます。

本年が皆様にとって良い年であります様、心より

お祈り申し上げます。

本日は、新年の抱負になっております。宜し

くお願いします。

1月の月間テーマは、ロータリー理解推進で

す。本年度においては、クラブ在続、拡大につい

て改めて考える年度だと思います。その中で極め

て大切なことがあると思います。

①会員同志の信頼関係の向上

②クラブの課題解決への提案

③クラブ会員の結束

以上の3点について平成22年は意識しながら

クラブ活動に進んで行きたいと思いますので、皆

様、御協力の程を宜しくお願いします。

1月のプログラム

886回         18:30　ブケ東海   クラブ協議会

01月 21日(木) 上期活動報告　夜間例会

887回         12:30　ブケ東海　 会員卓話

01月28日(木)　インターアクト指導者講習会につい

              て 芹澤貞治君、宮島賢次君

2 2 月のプログラム月のプログラム

888回         12:30   ブケ東海　会員卓話

02月04日(木)　会員増強維持委員会 

889回         13:00　沼津東急ホテル

02月11日(木)  静岡第3分区IM(沼津RC)

              理事会(12:00)

890回      　 18:30　三島プラザホテル

02月 15日(月) 2クラブ合同例会　クラブ管理運営

              委員会 夜間例会、曜日変更　

              沼津柿田川 RC担当 　

02月 25日(木) 裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

 1.石渡保宣様：沼津RC

 2.勝呂　衛様：沼津RC

 3.内田文喬様：沼津北RC

 4.太田昭二様：沼津柿田川RC

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

885回 22名 19名 - 86.36%

883回 23名  21名 0名 91.30%

●欠席者(3名)

  宮口雅仁、成田みちよ、芹澤和子

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第885 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 27号

2010年 1月 14日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■ 会長、幹事、次期会長、新年の抱負 ■ 

ロ ー タ リ ー の 未 来 は あ な た の 手 の 中 にロ ー タ リ ー の 未 来 は あ な た の 手 の 中 に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
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●スマイル報告

1.石渡保宣様（沼津 RC）：2月 11日開催の第3分区

  IMの実行委員長を仰せつかりました。多数の方のご

  出席をお願いいたします。

2.内田文喬様（沼津北 RC）：今年も、お世話になりま

  す。

3.芹澤貞治：誕生日のお祝いありがとうございます。

4.植松　正：誕生日のお祝いありがとうございます。

5.大池省吾：誕生日のお祝いありがとうございます。

6.鈴木良則：次期地区米山梅吉記念館委員会委員を、

  仰せつかりました。ご協力を宜しくお願いします。

7.鈴木良則：今年も、宜しくお願いします。

8.本村文一：明けまして、おめでとうございます。

  今年も、よろしくお願いします。

9.名古良輔：新年あけまして、おめでとうございま

  す。今年も、宜しくお願いします。

10.井上武雄：本年も、宜しくお願いします。

11.大村保二：ゴルフコンペで、優勝させていただき

   ました。

12.尾島康夫：所用につき、早退させていただきま

   す。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川ロータリークラブ

　2月01日（月）地域交流センター

　2月08日（月）→11日（木）静岡第三分区IM　

  於：東急ホテル

　2月15日（月）沼津西 RCと合同例会　

  於：三島プラザホテル　点鐘18：30

　2月 22日（月）裁量休会

②吉原ロータリークラブ

　2月11日（木）静岡第三分区IM　於：東急ホテル 

  点鐘 13：30

2.報告・連絡事項

①1月21日（木）のクラブ協議会の上期活動報告の

  原稿を事務局に提出して下さい。

②例会後理事会があります。理事の方はよろしくお

  願いします。

理事会報告

1．報告事項

①2月11日（木）は祭日ですが、静岡第3分区IM

（沼津RC）のため2月25日は裁量休会とします。

②2月 11日の理事会は12時 00分から沼津東急ホテ

　ルにおいて開催します。

2．協議事項

①2月プログラム　クラブ管理運営委員長　久松 

　但君、プログラム担当　杉山壽章君

  承認する。なお、2月 4日は、友人例会（平成21

  年 12月 24日）の経過報告とする。

②沼津柿田川RCとの2ラブ合同例会の件

  日時：2月 15日（月）点鐘　　

　場所：三島プラザホテル

  予算については、1人当たり1万円（合計 23万

円）

  として沼津柿田川RCに回答する。

【予算内訳】

　食事代 　2000×22＝ 22,000

　クラブからの補助金　 32000（事務局参加費含

む）  個人負担   7000×22  ＝  154,000  

  合計 　  　　　　　230,000

会員卓話～新年の抱負

会長　井上武雄君

　RIは月ごとにプログラムの強調事項を指定してい

ます。それが月間です。1月はロータリー理解推進

月間です。ロータリー理解推進についてロータリー

10徳とそのロータリー効用について紹介します。

　ロータリー10徳

　1.交流関係が広くなる。

　2.常識が広くなる。

　3.行儀が良くなる。

　4.朗らかになる。

　5.社交的になる。

　6.顔に品が出てくる。

　7.几帳面になる。

　8.話題が豊富になる。

　9.健康になる。

 10.家族が喜ぶ。
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  ロータリーの効用

  1.ロータリーは心の友をつくる。

  2.ロータリーは人をつくる。

  3.ロータリーは信用をつくる。

  4.ロータリーは感動をつくる。

  5.ロータリーは夢をつくる。

  6.ロータリーは青春をつくる。

  7.ロータリーは平和をつくる。

  以上です。今までにも増したロータリー理解と活

動の推進を皆様宜しくお願いします。

************************************************

幹事　杉山壽章君

　明けましておめでとうございます。幹事の仕事も

やっと半年過ぎましたと思うか、もう半年過ぎたの

かー、さぁどちらかなんて思いながら今年も幹事の

仕事をがんばります。

  

  クラブテーマである「ロータリーで仲良く」を目

標にしていきたいと思います。

  世の中、景気が悪い、悪いと暗い話ばかりですが、

クラブにきたときは、せめて日頃の苦労をねぎらえ

る雰囲気を作っていきたいと思います。

  会員の皆様の協力と御指導のほどお願いします。

個人的には出席率(ホーム）100%をめざしてがんば

ります。

　今年も宜しくお願いします。

************************************************

副会長　久松但君

　今年は7月から会長を拝命することとなりました。

7月には会長としての抱負を卓話する機会もありま

すので、ここでは個人的な抱負を話したいと思いま

す。

　今年は、公認会計士協会の県会の会務、教育委員

会の会務等、ロータリークラブ以外での活動も多く

なりそうです。

　いずれにしてもすべて健康な体のもとで全うでき

るものですので、なによりも健康に気をつけたいと

思います。昨年7月から毎日のように続いている犬

との散歩は、そういう意味ではとても良い機会だと

思っています。このことにもつながることですが、

アルコールも少し減らして、あまり夜遅くまで飲み

歩くことの無いようにしたいとも思います。

　また、最近、少しばかりゴルフをする機会が増え

てきました。もう少し上手になるように努力をした

いと思っています。

　

　最後に、7月からの会長就任までの半年間、大き

な病気をしたり、けがをしないように努めたいと思

います。

井上（ ④ ）

-------------------------12月分出席一覧 -----------------------

久松(④)＋１ 栗原( ④ ) 宮島(④)＋１ 宮口(　３　) 本村( ３ ) 名古( ④ )

成田( ２ ） 大池(　３　) 大村(　２　) 尾島(　④　) 芹澤貞(④)+１ 芹澤和( ④ ) 重光( ④ ）
杉山了(　０　) 杉山真( ④ ) 杉山壽( ④ ) 鈴木博( ④ ) 鈴木泰(　④　) 鈴木良( ３ ) 土佐( ２ )

植松( ④ ) 渡辺(　④　)

例会出席％　84.78　% 地区報告％　84.78　　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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例会場：沼津東急ホテル 例会日：毎週木曜日
　　　　(18:30点鐘）  第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上武雄　会長　

本日は、上期活動報告です。後程、クラブ協

議会の中で、報告させて頂きます。各委員会、委

員長、宜しくお願いします。

上期活動においては、日程面で大変忙しく慌

ただしい状況でした。下期については、日程的に

も、余裕もあると思いますので、本来のクラブ運

営活動に専念できるのではないかと思います。こ

れからの例会が充実したものに、そして「ロータ

リーで仲良く」を推進してゆくつもりですので、

宜しくお願いします。

ガバナー会より、大きな災害をもたらしたハ

イチ地震への災害義援金協力の依頼がまいりまし

た。皆様の協力をお願い申し上げます。

1月のプログラム

887回         12:30　ブケ東海　 会員卓話

01月28日(木)　インターアクト指導者講習会につい

              て 芹澤貞治君、宮島賢次君

2 2 月のプログラム月のプログラム

888回         12:30   ブケ東海　会員卓話

02月04日(木)　会員増強維持委員会 

889回         13:00　沼津東急ホテル

02月11日(木)  静岡第3分区IM(沼津RC)

              理事会(12:00)

2 2 月のプログラム月のプログラム

890回      　 18:30　三島プラザホテル

02月 15日(月) 2クラブ合同例会　クラブ管理運営

              委員会 夜間例会、曜日変更　

              沼津柿田川 RC担当 　

02月 25日(木) 裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト・ビジター

  なし　

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

886回 22名 18名 - 81.82%

884回 22名 17名 2名 86.36%

●欠席者(4名)

  本村文一、大村保二、重光　純、鈴木良則

●他クラブへの出席者　

　本村文一(1/18　沼津柿田川RC)　

　渡邉亀一(1/19　沼津北 RC)　

●スマイル報告

1.芹澤和子：娘の誕生日のお祝いありがとうございま

　す。

2.成田みちよ：名札を忘れました。ごめんなさい。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第886 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 28号

2010年 1月 21日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■ クラブ協議会　上期活動報告 ■ 

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
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幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①新富士ロータリークラブ

  2月 16日（火）→11日（木）IMに変更

  13：30より於：沼津東急ホテル

  3月 02日（火）　特別休会

②富士ロータリークラブ

  2月 10日（水）　特別休会

2.報告・連絡事項

①国際ロータリー日本事務局より、2月のロータ

リー

　レート1ドル＝90円の連絡が入りました。

② 2月 11日（木・祝日）のIM・2月 15日（月）の

　2クラブ合同例会の青表紙を各テーブルに置きま

  すのでご記入願います。

クラブ協議会

井上会長　　　　　杉山幹事

　2009～2010年度上期の活動報告を各委員長より発

表してもらいました。最初に井上会長から上期のメ

インイベントでありました、インターアクトの協力

に対して会員の皆様に御礼の挨拶がありました。

　クラブ管理運営委員会から、年次計画に沿って活

動が行なわれたと報告がありました。

　クラブ広報委員会より、杉山真一君、尾島康夫君

を新たに迎え読みやすい週報作成に努めることがで

きたと報告がありました。

　また、会員増強委員会からは、会員増強を図るた

めに新たな企画として会員の友人を例会に招き例会

の雰囲気を味わって頂き、入会希望者が現れること

を期待していると報告がありました。

　奉仕プロジェクト委員会からは、インターアクト

の立上げ、認証状伝達式が無事とり行えたことに対

して会員の協力に感謝の報告がありました。

　また今年度から鯉の放流を11月に実施したと報

告がありました。

　ロータリー財団委員会、SAA各委員長の報告後、

植松君より会計報告がありました。上期の活動ご苦

労様でした。

　

　下期も引き続き宜しくおねがいします。

（杉山壽章 幹事）

熱心に報告を聞き入る会員一同

編 集 後 記　

　今月はクラブ広報委員長を仰せつかっております

植松が編集を担当しておりますが、実は編集後記を

書くのは今年度7回目の編集にして初めてでありま

す。

　なるべくならばと避ける気持ちがあったのは事実

ですが、結構切りよく2ページもくしは3ページに収

めるように努力しておりました。

　でも今回ばかりは井上会長のご配慮（？）なのか

コンパクトな会長挨拶のおかげで、こんなにスペー

スが余っちゃいました（涙）

　せっかくの機会ですので少し真面目にコメントし

ますが、毎年当委員会（旧会報委員会）のメンバー

を決定するのは大変です。どうしても例年特定のメ

ンバーに負担がかかってしまい、新メンバーを探す

のは一苦労です。ですから、会員の皆さま、今後と

も会報作成にご理解とご協力よろしくお願いします。

　

　それから、もし次年度の委員長に誘われたら、そ

の時はなるべく断らないであげてくださいね。
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例会場：沼津東急ホテル 例会日：毎週木曜日
　　　　(18:30点鐘）  第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上武雄　会長　

本日は、奉仕プロジェクト委員会において、

インターアクト指導者講習会についての会員卓話

です。担当出席者の方々宜しくお願いします。

加藤学園高等学校インターアクトクラブも

9/23の認証状伝達式の後、第1回例会を10/1よ

り開始して、4回程の例会を実施しています。

だいぶ慣れてきた様で例会の内容にも形が出

来てきたようでスタイリングも確定してきたと思

います。

例会日時も月の第1木曜日17:00よりの開始

です、ご都合の付く際は、是非ビジター出席の程

宜しくお願いします。生徒の皆様も例会への理解

も深まりつつ親睦を通じて友情の輪を広げている

様です。

今後も、当沼津西ロータリークラブと加藤学

園高等学校インターアクトクラブが健全に育成さ

れていくことを、心より祈念し今後の発展に当ク

ラブは協力、指導を進めて行きたいと思います。

皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

2 2 月のプログラム月のプログラム

888回         12:30   ブケ東海　会員卓話

02月04日(木)　会員増強維持委員会 

889回         13:00　沼津東急ホテル

02月11日(木)  静岡第3分区IM(沼津RC)

              理事会(12:00)

2 2 月のプログラム月のプログラム

890回      　 18:30　三島プラザホテル

02月 15日(月) 2クラブ合同例会　クラブ管理運営

              委員会 夜間例会、曜日変更　

              沼津柿田川 RC担当 　

02月 25日(木) 裁量休会

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

 1.齋藤利一様：沼津RC

 2.若林庸道様：沼津北RC　

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

887回 22名 19名 - 86.36%

885回 22名 19名 0名 86.36%

●欠席者(3名)

  成田みちよ、大村保二、尾島康夫

●他クラブへの出席者　

　ありません

●スマイル報告

1.井上武雄：芹澤委員長、宮島副委員長、インター

　アクト講習会卓話、宜しくお願い申し上げます。

2.鈴木良則：名古先生、お世話になりました。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 植松　正

◆◆第887 例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 29号

2010年 1月 28日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

会員卓話　インターアクト指導者講習会について

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報
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幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　2月 12日（金）裁量休会　メーキャップの受付は

　いたしません。

2.報告・連絡事項

①沼津柿田川ロータリークラブより

　例会場変更の件（2月 1日より）  

　場所・・・地域交流センター  

　住所・・・〒411-8650　駿東郡清水町堂庭 6-1

　TEL・・・055-972-6678  

（例会日・例会時間・事務局は変更ありません。）

② 2月の受付は重光さんと土佐さんです

会 員 卓 話

インターアクト指導者講習会　出席報告

芹澤　貞治君　 

　さる12月 13日、沼津中央高校のホストで開催され

た2009～2010年度、2620地区インターアクト指導者

講習会について報告致します。

  当クラブからは地区インターアクト委員会、久松さ

んそして宮島さんと 3人で出席。午前はサンウェル沼

津4F多目的ホールにて開会式の後、講演として「盲導

犬育成の課題」を富士宮にある“富士ハーネス”の佐

野智浩さんの話。各校より活動報告があり、予定通り

終了しました。

  登録人数は、ロータリアン地区関係、ガバナー始め

10名、ロータリアン 75名、顧問の先生21名、そして

インターアクトの生徒、16校 98名　計 204名と思っ

ていたより多くの参加者がありました。加藤学園から

は松本先生、インターアクトの生徒 4名の参加でした。

生徒は主に 1年生、2年生が多かったと思います。

　又、2780地区（神奈川）の地区インターアクト委員

長と副委員長も参加。地区ロータリアンの役職は、ク

ラブインターアクト委員長が多く、他は新世代委員会、

奉仕プロジェクト委員会の方々でした。静岡県では常

葉橘高、山梨県では遠方の為か甲府第一高、山梨英和、

甲府南、白根の各学校が不参加以外　計 16校。各校よ

り活動報告がなされましたので、抜粋して紹介させて

頂きます。

  

  クラブの名称はインターアクトクラブが多いが、

「インターアクト同好会」…静岡高、日大三島、

　焼津中央

「インターアクト(生徒会)」…常葉橘、山梨英和

　変わったところでは、

「国際クラブ」…日本航空高校

「インターアクト Sるりだの会」…聖隷クリスト

　ファー 高校

　活動としては

 ・エコキャップの推進

 ・色々な募金活動（赤い羽根・青い羽根）

 ・支援学校との交流や色々な施設への訪問

 ・古切手、書き損じはがきの寄付

 ・清掃活動　等が多い

　変わったところでは

 ・24時間 TVボランティア…甲府

 ・口と足で描く芸術家教会の物品販売協力…大月

 　短大

 ・点字カレンダーの製作……藤枝順心高校

 ・付属幼稚園の延長保育の手伝い

 ・音楽ボランティア…聖隷クリストファー高校

 ・ポルトガル語講座……西遠女子学園

 ・ブラジル人学校との交流

 ・ソロモン諸島との国際交流、文通…日本航空高校

 ・ユネスコ弁論大会

　学校行事への取組では主に文化祭でのバザーや授産

製品販売が多い。常葉橘高校は、台湾の「八・八台

風」の募金と野球部による親善試合。三島高校は手話

コーラスの発表会。

　ロータリーとの関わりでは、お互いの例会出席で、

特にクリスマス例会や共同での奉仕作業等です。

　現在、クラブ員0名の高校もあり、多くても40名位、

平均 20名位。西遠女子学園は、中学生が 9名いるそう

です。

宮島  賢次君  

　午後の部は、講演②「精神障害の理解」（全体会）

より始りました。

　講師として社会福祉法人 共生会 管理者 太田秀夫

さんから、「精神障害とは」と題して障害の種類・そ

の原因、また、うつ病って何？総合失調症って何？と、

その症状について解り易く説明がありました。

その後、太田秀夫さんの施設に入所されている 4名の

方が当事者発表者として登壇され、自己紹介から入所

に至った経緯、施設内においての生活状況についての

発表がありました。

　その後（分散会）として、参加した生徒と顧問教諭

は4グループに分かれ、別々の教室でホスト校生徒の

司会の下、各々講演の感想や、同席していた施設の従

事者に質問をしたり、互いの意見交換をしたりと20分

程でしたが、生徒主体に大変有意義な分散会でした。

再び全体会会場に戻り、内田郁地区インターアクト小

委員会委員長の講評を頂き、終了しました。

　他人を思いやる心、また色々な立場の人達を理解し

ようとする心の大切さを教えられ、我々ロータリアン

にとっても、基本理念を再確認出来た講習会でありま

した。




