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＜会長の時間＞
一昨日からパラリンピックが開
催され、私も開会式をテレビで観
賞させていただきました。手や足
の不自由な方、身体に障害のある
方等々の入場行進でしたが、皆さ
んの顔は一切の不自由さを感じさせない、楽しそうな表情でした。
ハンディ無く生まれた自分ですが、同じ人間として何か気恥ずか
しさを感じました。70 歳ですがまだまだ頑張らねば、と気持を新
たにさせられました。

井辺 一章
堺
和信
田中 晶洋

そば畑の散歩道

田中 晶洋

＜本日のプログラム＞ インターアクト委員会

＜幹事報告＞
◎斐太高校ＩＡＣ、高山ＲＣより
・第 31 回飛騨地区ＩＡＣ合同研修会のご案内
日
時
11 月 6 日（日） 午後 1：30～3：30
場
所
ひだしんさるぼぼ倶楽部サロン棟
出席義務者
会長・幹事・IA 委員長・IA 副委員長
◎ガバナー、地区ロータリー財団部門委員長より
・「2016-2017年度第2回R財団研修(補助金管理)セミナー」のご案内
日 時
10月29日(土) 11：00昼食12：00開会16：30閉会
場
所
じゅうろくプラザ
出席要請
17-18 年度クラブ会長、もしくは財団委員長
◎飛騨高山国際協会会長 國島 芳明より
・飛騨高山映画祭 韓国映画特集について(ご案内)
日
時
９月２２日（木・祝）１３：２０～
２５日（日）１７：５０クロージング
会 場
飛騨・世界生活文化センター
チケット
１作品 ：一般 500 円／全９作品共通：3,000 円
◎高山市都市提携委員会より
・市制施行80周年記念事業たけふ菊人形市民ツアーついて (ご案内)
日 時
10 月 21 日(金) 7：00～19：30(予定)
参加費
9,000 円
申込
9月23日（金）までに高山エース旅行センターまで
＜受贈誌＞
地区事務所（インターアクト韓国派遣学生報告書）

飛騨高山高等学校

インターアクト部部長

長瀬 彩華さん

みなさん、こんにちは。
私は飛騨高山高校２年生のインターアクト部部長の長瀬彩華で
す。高山西ロータリークラブの皆様には、本校インターアクト部を
様々な形で援助していただきありがとうございます。
この度、私たちインターアクト部員は 8 月７日に行われた年次
大会に参加してきました。今年の年次大会は伊勢志摩サミットがお
こなわれた三重県津市で開催され、たくさんのインターアクターが
参加しました。
今回は 1 日での参加でしたので、津市に１１時に到着したため
に交流会からの参加になりました。交流会では昨年実施されなかっ
た韓国からのインターアクターと交流することができました。セン
トヨゼフ女子学園高等学校の合唱を聴くことができました。アニメ
の歌やアカペラの歌を披露してくださいました。３０人位の編成で
したが声量もあり歌声が綺麗でした。その後、決められたグループ
に分かれて、自己紹介をしました。グループの中には韓国からのイ
ンターアクターもメンバーにいたので英語と日本語で紹介しまし
た。そのグループ内で、クイズ大会が実施されました。ハングル語
で日本と書かれているカードはどれか、とか岐阜県内の女子校の数
とか今年オリンピックが開催された都市はどこかというようなク
イズが出題されました。短い時間ではありましたが知らない高校生

＜出席報告＞

や韓国の方とも仲良くなることができ貴重な経験となりました。交

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

36 名

0名

36 名

40 名

90.00%

本日

30 名

－

30 名

39 名

76.92％

流会後は食事会となりました。色々な人と話しながら楽しく交流が
できました。料理もおいしく、特にグラタンやサンドイッチがおい
しかったです。来年も是非参加したいと思いました。
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このように大会に参加することができるのも、日々ロータリー
クラブの方々が色々な面で支援してくださっているからだと思い
ます。本当にありがとうございます。来年も今年以上に良い年次大
会にしたいと思っています。それ以外の地域行事なども一生懸命頑
張りたいと思いますので、これからもご協力よろしくお願いします。

＜ニコニコボックス＞
●井辺 一章さん、堺 和信さん
飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川 一弘 先生と長瀬
彩華さんのご来訪を歓迎いたします。今年のＩＡ年次大会は一日だ
けの開催でまた滞在時間時も短かったとの事で、報告内容に困られ
ていると思いますがよろしくお願いします。また 10 月 1 日に行わ
れます高山駅東西自由通路完成イベントにつきましても無理なお
願いをいたしまして申し訳ありません。
●山下 直哉さん
荒川一弘 先生、長瀬彩華さん、8 月 7 日のＩＡ年次大会お疲れ様
でした。日帰り日程で大変でしたね。今日はよろしくお願いします。
●塚本 直人さん
荒川先生、長瀬さん、ご来訪ありがとうございます。今日はお話し

第３９回 インターアクト年次大会報告
飛騨高山高校 インターアクト部顧問 荒川 一弘 先生
ホストクラブ
：セントヨゼフ女子学園高等学校
スポンサークラブ ：久居ＲＣ
８月７日
（日）
８：００高山ＲＣ西村さんに見送りをしていただき、
高山駅前出発。 斐太高 7 名顧問 1 名、飛騨高山高 22 名顧問 1 名
１１：３０ 津市センターパレスホールに到着。受付後、交流会。
１２：３５ ～１３：４５昼食
１４：００ 津市を出発
１８：００ 高山駅 到着
今年度は一日開催であり、高山から最も遠いと思われる場所での
実施ということで交流会と昼食のみの参加となりました。三重県・
岐阜県両県での開催であるので、すべての学校が交流をすることを
考えると１日目午後から開始、２日目正午解散というスケジュール
ならば無理がないのではないかと実感しました。昨年は韓国の学生
の参加がなく、一昨年は台風のため中止となり３年生の生徒で参加
した者は充分に本来の年次大会を経験することなく卒業しなけれ
ばならないことが残念です。
さて今夏の年次大会のテーマは「あなたの愛と奉仕の精神を世界
へ」だった。ホストクラブのセントヨゼフ女子学園高等学校の建学
の精神をもとにしたテーマでした。
今年度は T シャツの代わりに記念品として井村屋の伊勢志摩招
福ようかんとフリクションの赤と黒のボールペンを頂きました。伊
勢志摩招福ようかんは「伊勢志摩サミット 2016」を記念して、賢
島の全景写真と G7 の各国の旗、欧州連合の旗をパッケージに印刷
してあり、箱を開けるとおみくじになる仕組みになっています。
フリクションボールペンは、ご存じの通り日本製で、2007 年の 3
月に発売された消せるボールペンですが、実は、フランスでの発売
は 2006 年の 1 月で日本よりも先に販売されています。フランスで
は小学生の時から万年筆で文字を書いているようで、万年筆は特殊
なペンで一度消すとその上にはまた別のペンで１度しか書けない
ので、フリクションがないといつも３本のペンが必要となり、何度
も消して書けるフリクションがフランスでヒット商品となったと
の事。現在までで１０億本以上をフランスだけで売り上げているそ
うです。フリクションボールは、津市のパイロットインクの工場で
生産されていることもあり記念品に選ばれたのだと思います。
来年度は充実した年次大会参加になるように今後の活動を充実
させたいと思います。まずは、１０月１日の高山駅のオープニング
イベントに参加し、少しでも地域貢献になる活動ができるように準
備を進めています。ご協力を願えれば幸いです。

を楽しみにしています。
●米澤 久二さん､内田 幸洋さん、
門前 庄次郎さん､鴻野 幸泰さん
飛騨高山高校イＩＡＣ顧問の荒川先生、部長の長瀬さんのご来訪歓
迎します。今日のお話しとても楽しみにしています。
●挟土 貞吉さん、田近 毅さん､古橋 直彦さん
今日の幹事報告を聞いて、内田さん大変だと思いますが頼みます。
クラブ会員全面協力バックアップします。宜しくお願い致します。
●岡田 贊三さん
ただ今木工連フェスティバル開催中。伊勢志摩サミットで使用され
た会議テープルも展示してます。是非ご覧ください。
●大村 貴之さん､平 義孝さん、田中 武さん、萱垣 敬慈さん､
高桑 光範さん
8 日に開幕したパラリンピック。日本選手団は全 22 競技中 17 期競
技に計 132 名が出場します。東京パラリンピックに向けて活躍が期
待されます。テレビ中継も無くニュースにもあまり取り上げられず
…、皆さんはどの種目・どの選手に注目しますか？
●山下 明さん
30 年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
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