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「ロータリーに輝きを」 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

「ともに栄え、ともに歩む」  岩崎昇一郎 

 副会長 小曽戸健治   幹事 片柳克敏   副幹事 本島佳明 

2014～2015 第 2591 回 26.8.19 例会場 於：㈱ｵｵｶﾞﾉ内 2F PM 12：30～ 
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・青藍泰斗高等学校 インタアクトクラブ副顧問 岡本先生 

          インターアクトクラブ会員  13 名 

 

本日は、青藍泰斗高等学校インターアクトクラブとの合同例会を開催するにあたり、夏休み中にも

かかわらず大勢の皆さんにお越しいただき、ありがとうございます。本年度会長の岩崎です。 

  過日 8月 9日（土）第 18 回インターアクト年次大会が開催され、各クラブの活動報告では、パワー

ポイントをフルに活用し、壇上では大島会長の報告がありました。ポイントを押さえわかりやすい発

表でした。 

インターアクトクラブの皆さんと接する機会は、年に数えるほどですが、エコキャップの回収や足

尾の植樹祭などは、当クラブ会員も積極的に参加しています。今年は、田沼クラブの参加がありまし

たが、来年 4月の植樹祭には、第 9グループの複数のクラブの参加が期待できます。 

ただいま、家富先生が病気療養中とのことですが、岡本先生と協力し、今まで以上の地域密着型の

ボランティア活動に期待します。 

 

1. 佐野東 RC 週報の回覧と例会場変更のお知らせを致します。 

2. 田沼 RC の週報を回覧致します。 

3. 地区大会参加出席を確認しています。 

4. くずう原人まつりが今週末（土日）に開催しています。     

5. 米山記念奨学会会議が 8月 17 日開かれ、土屋委員が出席しました。  

幹 事 報 告 

お 客 様 紹 介 

会 長 挨 拶 



 

             

みなさん、こんにちは。育藍泰斗高等学校

き誠にありがとうございます。会長の大島が別のボランティアに参加していて不在のため代表してお

礼申し上げます。 

 それでは、主な活動報告をさせていただきます。私たちは、地域密着型のボランティアを展開して

いますが、1年を通じて恒例となっているボランティアとしては、「葛生図書館の書架整理」・「葛生小

学校での読み聞かせ」・「赤い羽根共同募金」・子供たちの触れ合い活動として「エクボの会」や「ここ

っとゆ－す」があります。 

 その他、各種イベントのお手伝いとして「葛生フェスタ」や老人福祉施設あさひの「あさひ納涼祭」

があります。これらの様々な活動は多くの方に喜ばれているので、今後も

り組んでいきたいと思います。 

また、その他の活動として、沖縄修学旅行時に持参する戦没者慰霊のための「干羽鶴作製」なども

行っています。足尾の植樹に関しては、震災の影響などで、途絶えた年もありましたが、今後とも積

極的に取り組んでいきたいと思っています。どの活動も大変ですが、やりがいのある活動です。

そして 3 年前から始めた「エコキャップ回収」では、現在までで

このエコキャップは、860 個で 1人分のポリオワクチン代になるため、約

エコキャップ回収作業は、多くの労力が必要でとても大変ですが

供たちの命を救うために、これからも是非！継続していきたいと思います。ここでお願いがあります。

RC（ロータリークラブ）の皆様にも、引き続き

います。皆様のご協力で、1 人でも多く子供たちの命を救いたいと思って

以上 1 年間の活動報告でしたが、今後も様々な活動を行っていきたいと思います。皆様のご協力・

ご支援を心よりお願い申し上げます。

 

本日は、合同例会にお招きいただきまして、ありがとうございます。本当でしたら、顧問である家

冨先生が皆様方へお礼の言葉を述べるところですが、現在大病を患い入院中ですので、副顧問である

私、岡本がお礼の言葉を述べさせていただきたいと思いますが、その前に、家冨先生から皆さま方へ

のメッセージを預かっておりますので、代読させていただきます。

「今年の猛暑には閉口させられていますが、ロータリークラブの皆さまにおかれましては、お元気の

ことと推察いたします。かく言う私は、まさに青天の霹靂と言ったところでしょうか、大病を患い

月 22 日（火）に入院、未だに退院できずにいます。

  この夏も年次大会や本日の合同例会など重要な行事に参加できないことを大変残念に感じていま

す。しかし、副顧問の岡本や生徒たちがしっかり自分の責任を全うしてくれていると思い、私は安心

して治療に専念できています。 

  ぜひ、9 月の本校 IAC 例会では元気な姿を見せられるように回復に努めておりますので、多くのロ

ータリアンの皆さまのご来校をお待ちして私のメッセージと致します。」

今までほとんど家冨先生に頼っておりましたので、わからないことがたくさんあり、正直戸惑うこ

とばかりですが、なんとか生徒たちに支えられながら頑張っております。本校

ラブの方々や地域住民の方々からの支えのもと、様々なボランティア活動を行っており、感謝してお

インターアクトクラブ副会長

インターアクトクラブ副顧問
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みなさん、こんにちは。育藍泰斗高等学校 IAC 副会長の石川です。本日は、合同例会にお招きいただ

き誠にありがとうございます。会長の大島が別のボランティアに参加していて不在のため代表してお

それでは、主な活動報告をさせていただきます。私たちは、地域密着型のボランティアを展開して

年を通じて恒例となっているボランティアとしては、「葛生図書館の書架整理」・「葛生小

学校での読み聞かせ」・「赤い羽根共同募金」・子供たちの触れ合い活動として「エクボの会」や「ここ

その他、各種イベントのお手伝いとして「葛生フェスタ」や老人福祉施設あさひの「あさひ納涼祭」

があります。これらの様々な活動は多くの方に喜ばれているので、今後も IAC

また、その他の活動として、沖縄修学旅行時に持参する戦没者慰霊のための「干羽鶴作製」なども

行っています。足尾の植樹に関しては、震災の影響などで、途絶えた年もありましたが、今後とも積

極的に取り組んでいきたいと思っています。どの活動も大変ですが、やりがいのある活動です。

年前から始めた「エコキャップ回収」では、現在までで 7 万 4 千 390

人分のポリオワクチン代になるため、約 86 人分に相当します。この

エコキャップ回収作業は、多くの労力が必要でとても大変ですが、1 人でも多くの、世界の貧しい子

供たちの命を救うために、これからも是非！継続していきたいと思います。ここでお願いがあります。

（ロータリークラブ）の皆様にも、引き続きエコキャップ回収活動のお手伝いをお願いしたいと思

人でも多く子供たちの命を救いたいと思っています。

年間の活動報告でしたが、今後も様々な活動を行っていきたいと思います。皆様のご協力・

ご支援を心よりお願い申し上げます。 

本日は、合同例会にお招きいただきまして、ありがとうございます。本当でしたら、顧問である家

冨先生が皆様方へお礼の言葉を述べるところですが、現在大病を患い入院中ですので、副顧問である

私、岡本がお礼の言葉を述べさせていただきたいと思いますが、その前に、家冨先生から皆さま方へ

のメッセージを預かっておりますので、代読させていただきます。 

「今年の猛暑には閉口させられていますが、ロータリークラブの皆さまにおかれましては、お元気の

ことと推察いたします。かく言う私は、まさに青天の霹靂と言ったところでしょうか、大病を患い

日（火）に入院、未だに退院できずにいます。 

この夏も年次大会や本日の合同例会など重要な行事に参加できないことを大変残念に感じていま

す。しかし、副顧問の岡本や生徒たちがしっかり自分の責任を全うしてくれていると思い、私は安心

例会では元気な姿を見せられるように回復に努めておりますので、多くのロ

ータリアンの皆さまのご来校をお待ちして私のメッセージと致します。」 

今までほとんど家冨先生に頼っておりましたので、わからないことがたくさんあり、正直戸惑うこ

かりですが、なんとか生徒たちに支えられながら頑張っております。本校

ラブの方々や地域住民の方々からの支えのもと、様々なボランティア活動を行っており、感謝してお

インターアクトクラブ副会長 石川さん挨拶 

インターアクトクラブ副顧問 岡本先生挨拶 
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それでは、主な活動報告をさせていただきます。私たちは、地域密着型のボランティアを展開して

年を通じて恒例となっているボランティアとしては、「葛生図書館の書架整理」・「葛生小

学校での読み聞かせ」・「赤い羽根共同募金」・子供たちの触れ合い活動として「エクボの会」や「ここ

その他、各種イベントのお手伝いとして「葛生フェスタ」や老人福祉施設あさひの「あさひ納涼祭」
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この夏も年次大会や本日の合同例会など重要な行事に参加できないことを大変残念に感じていま
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今までほとんど家冨先生に頼っておりましたので、わからないことがたくさんあり、正直戸惑うこ

かりですが、なんとか生徒たちに支えられながら頑張っております。本校 IAC は、ロータリーク
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ります。 家冨先生が復帰する日まで、生徒と共に今後も尽力して行きたいと思いますので、本校

をどうぞよろしくお願いいたします。

 
 
 
 
 

本日の出席 
会員数 

33 名 

本日の欠席者 奥澤 

前回の出席 

(修正) 

前例会日

8/12 

            ・アシスタント

               ・例会場

        

岩崎昇一郎君 青藍泰斗高校

片柳克敏君 

青藍泰斗高校

ンターアクト年次大会にて活動報告発表が良くでき嬉しくおもいました。大会テー

マ「輝ける未来に向けて」を実践しよう。

小曽戸健治君 青藍泰斗 IAC

本島佳明君 インターアクトの皆様、暑い中ようこそおいで下さいました。

野部栄一君 お盆が無事に終わりました。

田澤秀文君 

お陰様でマロンも無事、抜糸が終わり元気を取り戻しましたが、まだ、ゴリゴリが

一つ、腫瘍が二か所あるので心配です。手術は痛々しいので当分、様子を見ようと

考えています。私は今週、来週ともロータリーは夏季休暇で暇を持て余しています。

坪内 馨君 お盆のご先祖供養

中野勇夫君 

青藍泰斗高校

をした事に感動しました。年間の活動内容も他校より活発な事と、発表に関しても、

パワーポイントを活用した発表は立派でした。今後も、更なる充実した奉仕活動を

こぴっと頑張って下さい。きっと、将来に役立つと信じています。暑い中お疲れ様

です。ファイト青藍泰斗高校ＩＡＣ。

関野 仁君 先日、家内の誕生日に当クラブよりプレゼントを頂きありがとうございました。

須藤功一君 青藍泰斗高等学校

会報委員会 委員長

 

ニコニコＢＯＸ報告 

欠席の連絡 
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家冨先生が復帰する日まで、生徒と共に今後も尽力して行きたいと思いますので、本校

をどうぞよろしくお願いいたします。 本日はありがとうございました。

 義務出席者数 欠席数 事前メーク

 22 名 6 名 1 名

 篠崎 関口 谷 永井 真下会員 

前例会日 欠席数 事前メーク 

 8 名 2 名 

アシスタント 関塚 TEL ８４－１０３２

例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－４４５１

青藍泰斗高校 IAC の皆様 ようこそ。夏休み中にもかかわらず、ご苦労さまです。

青藍泰斗高校 IAC の皆さん、合同例会参加ごくろう様です。先の

ンターアクト年次大会にて活動報告発表が良くでき嬉しくおもいました。大会テー

マ「輝ける未来に向けて」を実践しよう。 

IAC の皆さん、葛生 RC にようこそ。食事は間に合いましたか？

インターアクトの皆様、暑い中ようこそおいで下さいました。

お盆が無事に終わりました。 

マロンも無事、抜糸が終わり元気を取り戻しましたが、まだ、ゴリゴリが

つ、腫瘍が二か所あるので心配です。手術は痛々しいので当分、様子を見ようと

考えています。私は今週、来週ともロータリーは夏季休暇で暇を持て余しています。

お盆のご先祖供養 皆様ご苦労様です。 

青藍泰斗高校 IAC をお迎えして。先日の IAC 年次大会に於いては、素晴らしい発表

をした事に感動しました。年間の活動内容も他校より活発な事と、発表に関しても、

パワーポイントを活用した発表は立派でした。今後も、更なる充実した奉仕活動を

頑張って下さい。きっと、将来に役立つと信じています。暑い中お疲れ様

です。ファイト青藍泰斗高校ＩＡＣ。 

先日、家内の誕生日に当クラブよりプレゼントを頂きありがとうございました。

青藍泰斗高等学校 IAC の皆様をおむかえして。 

委員長 吉澤慎太郎   副委員長 真下裕史   委員

須 藤 委 員 長 

出 席 状 況 報 告 

須 藤 委 員 長 

家冨先生が復帰する日まで、生徒と共に今後も尽力して行きたいと思いますので、本校 IAC

本日はありがとうございました。 

メーク 出席率 

名 82.4％ 

修正出席率 

76.5％ 

８４－１０３２（サムディー） 

８５－４４５１ 

ようこそ。夏休み中にもかかわらず、ご苦労さまです。 

の皆さん、合同例会参加ごくろう様です。先の 8月 9 日第 18 回イ

ンターアクト年次大会にて活動報告発表が良くでき嬉しくおもいました。大会テー

にようこそ。食事は間に合いましたか？ 

インターアクトの皆様、暑い中ようこそおいで下さいました。 

マロンも無事、抜糸が終わり元気を取り戻しましたが、まだ、ゴリゴリが

つ、腫瘍が二か所あるので心配です。手術は痛々しいので当分、様子を見ようと

考えています。私は今週、来週ともロータリーは夏季休暇で暇を持て余しています。 

年次大会に於いては、素晴らしい発表

をした事に感動しました。年間の活動内容も他校より活発な事と、発表に関しても、

パワーポイントを活用した発表は立派でした。今後も、更なる充実した奉仕活動を

頑張って下さい。きっと、将来に役立つと信じています。暑い中お疲れ様

先日、家内の誕生日に当クラブよりプレゼントを頂きありがとうございました。 

委員 大嶋信太郎 


