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合唱      我等の生業 

 

ビジター紹介       

◎都城          なし 

◎都城北        樋口 正義 氏  富賀見  聡 氏

◎都城中央      なし 

 

ゲスト紹介    

    宮崎県立都城西高等学校 

    インターアクト部 

    諸岡  美穂  様      秋實 優花  様 

    宮原  実紀  様      新宮 憂理依 様 

    鳥井元 歩砂 様      蓑田  綾稀  様 

 

 

□会長の時間       大峯 学 

本日は、私共西ＲＣの輝かしい資産のひとつイン

ターアクトクラブ活動についてです。先日行われた

インターアクト年次大会（8/4、5、場所 鹿児島

市）の報告です。６名の都城西高校の生徒さんが出

席されています。 

 インターアクト年次大会といえば、２００３年国

際ロータリー第２７３０地区第３９回大会は、8/2

～8/3、高原町の皇子原公園を会場に当クラブがホ

ストクラブとして行われました。河中実行委員長の

もと、一年前から、準備が始まったのですが、都城

西高校のインターアクト生の登録、たったの２人！

お先マックラ！何度も校長室に足を運び校長先生

方の御協力を頂き、登録生徒の友人に参加をお願い

して６名でスタートしました。インターアクト生を

募ると平行して、大規模な大会ですから会場の選定

に大変苦労しました。御池青少年の家では収容人数

が小さくて不可能―等々。 

８月の第一週が来ると、毎年思い出します。木佐

貫、平川、吉原、多くの会員と共に“ルワンダに古

靴を送る”“長友先生のガン克服の公演”等々。そ

の当時のたった２人だけのインターアクトクラブ

が、現在１５名を超える勢いに、心から嬉しく思い

ます。 

 歴代の担当の先生方、インターアクト委員長、そ

して小坂・山下委員長の熱意、たくさんの御協力、

誠に有難うございます。お疲れ様です。御苦労様で

す。 

 今日より、甲子園では、高校野球大会が始まりま

す。―此処に“もしドラ”が登場です。 

 野球部のマネージャーになった主人公みなみは、

この野球部を甲子園に「連れていきたい」とは考え

ていなかった。「連れていく」と決めていたのだ。

―そう決めたもののどうすればそれを実現できる

か、具体的なアイデアがある訳ではなかった。だが、

彼女はそれを全く気にしていなかった。何とかなる

と考えていた。そして、そう決めたら最後、後先を

考えずすぐ行動したのである。―つづく 

 都城西高校の野球部は、今大会の結果はいかがで

したか。現インターアクト生から野球部マネージャ

ーがでても構いませんが、インターアクトクラブは

やめないでくださいネ！ 

 さて、ＲＣとインターアクト生―奉仕活動＋新世

代養成活動。社会生態学者ドラッカーは、今という

時代をどう見て、来たるべき時代をどのように捉え

ていたのか？２０２０年以降、本当の意味での“知

識社会”が訪れると説いています。―これは、脱経

済至上主義社会という側面もあります。あと数十年

もすれば、「へぇ、お金が中心の社会なんていうの

が過去にあったんだ～」というようになるかもしれ

ません。―上田惇夫先生の著作より 

 この知識社会の到来で、新知識・発見等を含めた

良質な教育ソフトがどんどん開発され学生はパソ

コンを使って、それぞれの得意分野を“強み”とし

て伸ばしていく個性能力の伸長が進み、全ての人間

を標準化・均一化していこうという教育から、より

個性を伸ばす教育へと教育革命が進むと説きます。

 自分の強みを知り伸ばすことで、生産性が高まり
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仕事が生きがいにもなる。知識社会の到来は、人

間がイキイキと働ける社会の出現を意味するとい

います。 

 現に、首都圏の大学では、新分野での研究を社

会人に公開し、環境整備により多くの社会人が大

学に戻り始めています。すでに、医療や法律に携

わる人達、先端技術者は進化する新しい知識の受

け入れの為、勉強を続けていく人達が増加してい

ます。 

現在の教育体制についての永年の疑問が解けたよ

うな気がします。 

飛び級制度の導入、学校と一般企業との提携等で

す。 

“ドラッカーを読む”＝“先を読む”ということ

でしょうか。 

 

□幹事報告        髙橋 五男 

○ガバナー事務所 …  

＊ロータリーラジオキャンペーン「一緒にかん 

がえようラジオ出演者推薦のお願い 

・各クラブより１名 推薦をお願いしたい。  

8/10 まで 

＊2012-13 年度 地区大会のご案内   

11/9（金）10（土）11（日） 

鹿児島市民文化ホール 城山観光ホテルにて 

開催      ・詳細は後日 お知らせ致します。 

 ＊地区財団セミナー開催のお知らせ   

9/15（土）13:00～17:00 

メインホテル５Ｆ 

＊ガバナー月信 ８月号  

○ ロータリーの友 ８月号  

○ 鹿児島西南ＲＣ…第４７回インターアクト年次 

大会ご出席のお礼状 

○ 都城商工会議所… 副会頭  梅崎 裕一氏  

就任のご挨拶  

○ 宮崎県国際交流会… 

平成２４年度 県内姉妹・友好提携団体一覧 

の作成のご協力のお願い 

○ たかお夏まつりのお礼 

○ 暑中お見舞い   

文昌堂 ・ 全国ロータリークラブ野球大会 

 

 

□クラブ報告事項                 

○ 次週 8/15（水）お盆のため 休会 

 

 

■地区関連 その他 

○ ロータリー事務局・地区事務所  お盆休み  

８／１３～１５日 

 

 

□出席報告 
会員数      ４７名 

出免数        7 名 

出席数      ３６名 

出席率 90.00％ 

前々回修正出席率 ７/25 100％ 

前回修正出席率 ８/１     休会 

届出有 中村（静）  河野  柳  藤岡 

届出無 なし 

ＭＵ有会員 
７/２５   

８月定例理事会

 

 

7/2７       都城

 

８／４    IA 年次大会

 

８／５    IA 年次大会

  

８／７        都城北

 

大峯 高橋 木佐貫  鎌田（博）

小俵 前田 吉原 永野  井福 

小坂 外山 丸山 山下  

 

池田 

 

小坂 山下  

 

小坂 山下  

 

中村（静）  藤岡 吉田 柳  

ＭＵ無会員 

７/２５ 

なし 

要ＭＵ会員 

８/1 

なし 

 

 

□委員会報告 

□本日のプログラム 

□ＳAA 報告 

 
 
◎今後のプログラム 
８／２９      会員増強フォーラム 
 
 8/8 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 17,000 74,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,492 11,626

ﾛｰﾀﾘｰ財団 
8,000 80,000

※今月のレート 1$ 80 円

米山奨学会 5,000 76,000
教育振興基金 10,000 60,000

 
雑誌会報・インターネット・広報委員会 
平川 靖三 ・ 吉田  努・棈松 豊治 
萩原  和洋 ・ 長友 喜信・岡崎  誠 
     ロータリー事務局  制作    

 

別紙に掲載 

しております！！



  

 

 

 

髙橋 五男 幹事      平川 靖三 会員 

永野修一郎 会員      高辺 晃也 会員 

 

 

 

 

 

     ３５ヶ年   河中  功 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥集 寿一 直前幹事・前年度監査 中村 七郎 会員より 

報告をして頂きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ インターアクト年次大会に参加して                    ２年 山城 葵子 
 

私は インターアクト年次大会に参加してみて感じたことがいくつかあります。 

まず、私はこの大会に初めて参加したのですが「友達との協力」が大事であることを実感しま

した。初日にレクレーションをしました。そのレクレーションは自分の恥ずかしさを捨て皆で

協力することが求められました。段々、うちとけ合って 1 人ではできないことが、協力するこ

とで出来るようになりました。 

 次にこの大会で一番印象が強かったものは「メイク・ア・ウィッシュ」です。今まで私はそ

のボランティアについて何も知りませんでした。 

 ですが、この大会でその存在を知ることができ、興味を持ちました。この大会に参加した人

は皆が健全だと思います。健康であるからこそ、その生活に慣れてしまい、本当の幸せという

ものを忘れているということに気づかされた気がします。難病である子供達はきっと私達以上

にしたいことはたくさんあると思います。そして日常生活で私達の想像以上につらい思いをし

ている分、小さな幸せが大きな幸せにつながっているのではないかと思います。その手伝いを

している「メイク・ア・ウィッシュ」の人々は小さな幸せに変わる瞬間のために大部分の人が

ボランティアであるということを聞いて驚きました。少しでも多くの家族の思い出があること

はとても良いことです。「メイク・ア・ウィッシュ 」の存在は子供達の救いであり家族にと

って最高のボランティアであると感じました。 

 私はこの大会を通して世界は協力でつながっていて、温かい心を持っているからこそインタ

ーアクトという言葉があると感じました。 

 

◆  １年   諸岡  美穂 
  

こんにちは。私はインターアクトに所属している諸岡 美穂です。 

私たちインターアクト部エコキャップ運動をしたり、新聞を作ったりユネスコ研修セミナーに

行くなど様々な活動を行いました。 

新聞づくりでは毎月新聞を作成しました。 

５月号では泉の生徒や西の生徒にアンケートをとってそれをまとめました。 

６月号では太陽光発電や電力消費の集計の結果やエコキャップの活動報告などをしました。 

新聞作りを通して自分達が知らなかったことが知れるのでとても楽しいです。 

 また、８月３日～５日までユネスコ研修セミナーに行き様々な研修を受けました。 

様々な国の現状などを知ることができとても貴重な体験になりました。 

今年は韓国研修はありませんが、来年はぜひ参加したいと思っています。 

今まで行ってきたまとめを９月８日に行われる葵碧祭や９月３０日に行われる県大会に向け

て一生懸命頑張っていきます。ぜひお越しください。 

 

平成２４年８月４日（土）～８月５日（日）   鹿児島県青少年研修センターにて開催 



 

◆  １年   蓑田 綾稀 
 

こんにちは。インターアクト部１年の蓑田綾稀です。 

私は６月号のインターアクト部新聞にまとめた「節電」について報告します。インターアクト

部では、６月の１１、１２日を利用して、実際に校内規模での節電を行いました。大まかな実

施方法は、昼休みと清掃時間に消灯した場合と店頭した場合を調べ、１年間に換算し、比較す

るということです。 

 ６月１１日は消灯日として、時間になると放送をして消灯を促しました。結果として、６０

分間で、0.43kwh の電力消費量となり、金額としては 711.9 円となりました。 

 ６月１２日は点灯日として、時間になると放送をして点灯を促しました。結果として、60

分間で 0.76kwh の電力消費量となり、金額としては 1261.1 円となりました。１年間に換

算すると、消灯した場合は約 17 万 9398 円、点灯した場合は約 31 万 7792 円となり、差

は約１３万 8393 円ということが分かりました。つまり、１年間消灯を行うと、約１３万円

安くなるということです。 

節電は、曇りの時などが作業がしにくくなるなどと天候によっては生活が不便になるというデ

メリットもありますが、夏の電力不足に備えるための電力の保電や地球温暖化防止につながる

などというメリットがあります。 

また、私達インターアクト部は「西日本の節電と被災地支援」についても調べました。 

西日本で節電すると、西日本で火力発電の燃料が余ります。その余った燃料は、被災地で冬の

暖房などに使われます。そのためには、西日本の余剰電力を変電所で周波数を変える必要があ

ります。皆さんの中には、周波数の関係から東日本へ電力を供給することはできないと思って

いる方が多いと思います。しかし、実はできない訳ではありません。今、日本には異なる電圧

の電気を変換する変電所が新信濃変電所、佐久間変電所、東清水変電所の３カ所があり、この

３基で計 100 万 kwh の電力を変換することができます。この１００kwh は原子力発電機の

１基分に相当します。なので、この変電所３基を利用すれば西日本から東日本への電力供給は

可能になります。 

 つまり、西日本で節電することは、十分立派な被災地支援であるといえます。 

私は、実際に節電してみて、より近くに東日本を感じることができました。特に、西日本に節

電が東日本のためになると知った時とても驚きました。 

 これからも、インターアクト部での活動を通して様々なことを学び、考えていけるよう、頑

張っていきたいです。 

 これで「節電」につての報告を終わります。 

 

◆  １年   秋實 優花 

 
８月３日～５日までの３日間、鹿児島にある KAPIC センターで行われたユネスコ研究セミ

ナーに参加しました。 

 １日目は、自己紹介を兼ねてのアイスブレーキングや民族衣装を着たり、世界の文字を学ん

だりと国際色豊かな日でした。 

 ２日目は、青年海外協力隊の方の話を聞いたりしました。 

 ３日目はファストフードとスローフードでディベート大会をしました。 

 ３日間の研修で一番心に残っているのは、２日目にあった「１００人の村」です。性別や宗

教などといった項目ごとに分かれたりしました。その中でも特に考えさせられたのは格差社会

における貧富の差についてです。×・■・❤のマークのうち❤のマークでした。連れられた場

所に行くとそこには二人分のお皿と箸に二人でも足りない様なおかずとごはんが、床に置かれ

た机に置いてあるだけでした。どうやって食べればいいかも分からず、ただみんなで一口づつ

食べ回しました。それは格差社会での貧困な国々の現状です。他のチームのみんなが見るまで

は正直あまり気にしていませんでしたし、なんだかんだ言ってもごはんはみんなで食べれば美

味しかったけれど、みんなが私達のごはんを食べている場所、そして食事の量を見て笑いま 

 

 



 

 

した。他の人が残った食べ物をくれました。うれしいというより悔しかったのを覚えています。

それは軽い「かわいそう」という同情だったからかもしれません。気のせいかみんなに上から

見られているように感じました。KAPIC センターの所長・丸田さんは私達に「今のあなたた

ちの価値観をこわしたい。あなたたちの心を揺さ振りたい」と最後に話してくださいました。

私はなんとなくだけれどその言葉を理解しました。 

 この３日間を通して、私は見事に価値観を壊され心を揺さ振られました。今まで国際と聞い

てもピンとこず、貧困な国々の方達をテレビで見ても同情して終わってました。しかし、研修

に参加することができて本当に良かったと思います。今の国際について深く考える事ができま

した。研修に行く前の私とは少しですが、変わる事ができました。 

 

 

◆  １年  鳥井元 歩砂 
  

私達は、５月２８日から６月１５日までの間でエコキャップ活動をしました。 

 エコキャップとは、ペットボトルのキャップを集めて、そのキャップがポリオワクチンにな

ります。 

 キャップ４００個で 1 人分のワクチンになり、ワクチンが受けられない子供達のもとへ届け

られるという活動です。 

 手順としてまず、キャップの回収箱を作って各学年の階段と職員室に設置しました。 

 次に、呼びかけなどをして、キャップを集めました。集まったキャップはイオンに持ってい

き、重さを計ってもらいました。 

 集めたキャップの量は１６，５㎏でポリオワクチンに換算すると約４人分です。さらにロー

タリークラブでは２００㎏集まり、ポリオワクチンにすると４９本になりました。 

たくさん集まって本当に良かったです。 

 今後もこのような活動を続けていき 1 人でも多くの人の命を救いたいです。 

 

 

◆   １年  宮原  実紀  
 

 こんにちは。都城西高校インターアクト部、１年の宮原 実紀です。 

 私は「太陽光発電と再生可能エネルギー」について報告します。 

 私達は泉ヶ丘高校との定期戦が行われた時に、再生可能エネルギーの中でこれからどれを利

用していくべきなのかというアンケートを、各学校の生徒の皆さんに協力して頂きました。 

 その結果、これから利用する再生可能エネルギーの中で一番多かったのが、太陽光発電でし

た。私達はこのアンケートの結果から太陽光発電について調べる事にしました。 

 まず、ソーラーパネルを設置するためにかかる費用や利益、国からの負担、太陽光発電の普

及率などについて調べ、インターアクト部の新聞に掲載しました。 

 ソーラーパネルを設置するための費用は思っていたより高額で一つを設置するのにたくさ

んの手続きが必要なことを知り、驚きました。利益や国の補助金制度についても様々なことが

わかりとても勉強になりました。 

 そして、太陽光発電の普及率の多い都道府県を調べ、１位が佐賀県、２位が熊本県、３位が

宮崎県で、どの県も５％を超えており、九州全体の普及率が高いことが分かりました。 

九州地方は晴天率が高く、熊本県や宮崎県が太陽光発電システム工場・研究施設の誘致に積極

的であり、普及にも熱心であることが普及率を押し上げる一因になっているそうです。 

これらのことをまとめ、さらに私達は今、各国々でどのような再生可能エネルギーが利用され

ているのか、また、再生可能エネルギーのメリット・デメリットなどを調べています。今の時

点で、世界の国々の中ではすでに再生可能エネルギーだけで発電が行われている国があること 

 

 

 



 

 

 

 

がわかりました。太陽光発電のメリットは、温室効果ガスが排出されないこと、デメリットで 

は電気変換率が低く設置費用がかかる、発電量が天候に左右される、ということなどが分かり

ました。 

 私は、このような活動を行ってきてひとりひとりが今の日本の現状、また、再生可能エネル

ギーについて知ることが重要だと思いました。そして、今まで調べた事を校内文化祭や県大会

で発表していこうと思います。 

 また私は、日本も皆が協力することでこれからより良い発電方法に変えていくことができる

と考えます。 

 これからも部活動を通して、たくさんのことを学んでいきたいと思います。 

これで、太陽光発電と、再生可能エネルギーについての報告を終わります。 

 

 

 

１年   新宮  憂理依 
 

こんにちは。都城西高校１年、インターアクト部の新宮 憂理依です。 

私がインターアクト部に入った理由は、中学生のときに清掃活動や、募金活動などのボランテ

ィアを行う交流委員会に入っており、ボランティアの大切さを知り、高校生になってからもボ

ランティア活動を続けて、色んな人や、地域のために貢献したいと思ったので、インターアク

ト部に入りました。 

 私は今、校内である葵碧祭で発表するものの一つとして、宮崎県の災害について調べていま

す。特に今年７幸１１日から１４日にあった九州北部豪雨について調べています。 

 調べている中で、実際には死者が２６人、行方不明者が６人ということが分かりました。 

また、断続的な大雨の影響で川が氾濫、堤防が決壊したため、避難指示の対象が福岡、佐賀、

熊本、大分の各県で合計約８万５千世帯、約２４万人に上り、３千人以上の住民が孤立しまし

た。自分が住んでいる宮崎県には大した被害は及ばなかったので、そんなに深く考えていなか

ったため、それを知りとても驚きました。自分には関係してないからといって無関心なのはい

けないなと感じました。 

 また、九州北部豪雨の被害に対し、タイが１２５０万の義援金を日本政府に送ったというこ

とを知り、同災害に対する外国政府からの義援金は初めてで、世界のつながりというのを改め

て感じました。 

 また、東日本大震災の災害に対する意識調査を調べ、東日本大震災後も住民の危機意識が高

まっていないことを知りました。県民意識調査の結果としては、「ある程度している」が 32％、

「どちらともいえない」が１２％、「あまりしていない」が３４％、「全くしていない」が２

０％、「十分している」が２％ということが分かりました。 

 数値が低いということは一人ひとりが自分の立場になって考えていないということだと思い

ます。自分を含めて意識が足りないと思いました。 

 宮崎県の災害につて調べることを通して、自分が知らない事や、間違って認識していたこと

を見つけたりと、自分もいろいろと勉強することができました。 

 同時に、自分達が学んだことを葵碧祭や県大会を通して、一人でも多くの人に伝えていきた

いです。また、いろんなことに感心を持って活動していきたいです。 

 これで、宮崎県の災害についての報告を終わります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

□ＳAA 報告                                               前田 吉基 

◎ニコニコ箱◎ 

  大峯  学･･･１００％出席 ありがとうございます。 

  高橋 五男･･･誕生日プレゼント頂きました。ありがとうございました。 

               又、出席率１００％連続達成ありがとうございました。 

  木佐貫鐵蔵･･･西高のインターアクト生、１年間ガンバッテ下さい。 

  小俵  武･･･2011―12 年度 収支決算報告、無事終わる事が出来ました。 

                一年間有難うございました。 鳥集直前幹事に感謝！！ 少々。 

  河中  功･･･いつのまにか３５年。もう少しがんばります。 

  吉田  努･･･台風の中、ゴルフコンペで優勝しました。 

  高辺 晃也･･･誕生日祝いを頂いて、有難うございます。 

  外山 俊明･･･おかげ様で３回連続１００％出席達成です。ありがとうございます。 

  平川 靖三･･･誕生祝いの花をありがとうございます。 

  小坂泰一郎･･･インターアクト生の皆さん、今日はありがとう。 

                これからも頑張って下さい。 

  上田やよい･･･大峯会長杯頂きました。ありがとうございました。 

  永野修一郎･･･誕生祝い ありがとうございます。 

 

◎ロータリー財団◎ 

  上田やよい･･･小田委員長 頑張って下さい。 

 

◎米山記念奨学会◎    吉田  努 

 

◎教育振興基金◎      中村 七郎     吉田  努 
   

 

 
 

・・・


