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任期を振り返って

小野田、焼野海岸のソルポニエンテのスペイン料理、
２回目の家族例会は下関マリンホテルの中庭で芝生
の上でのバーベキュー例会、開放的でリゾート気分
満開の例会でした。大変楽しかったです。
　外部卓話では坂田会員の人脈で、ムッシュ吉崎氏
の卓話「音楽と自分と下関」のタイトルで奥深い話を
聞かせて頂き、その上に、芸能界の裏話も面白く聞
かせて頂きました。坂田会員ありがとうございました。
　新春家族例会はジャズクラブビリーでの年初めと
なり、下期の良いスタートがきれました。
　家族例会、内部卓話、外部卓話、奉仕活動等、思
いでに残る沢山の企画をして頂いた皆さんには大変、
感謝しております。ありがとうございました。
　一つ残念なことは、姉妹クラブでもある、新竹東南
ロータリークラブとの交流が出来なかった事です。本
当の理由は分からないのですが、13年以上お付き合い
をしていながら、何が原因か？問いかけたくなります。
　最後になりますが、一年間無事会長職を務める事
が出来たのも、山下幹事を始め、喜志永SAA、理事、
役員、会員並びにご婦人、事務局の溝口君のお陰だ
と感謝致しております。それと今まで私が16年間ロー
タリーを続けて来られた上に、会長職まで出来たの
は陰の力になってくれた家内と大切な社員のお陰だ
と本当に心から感謝しております。本当に有難う。

　矢田部会長、喜志永SAAと年
度初めに赤間神宮に行きました。
矢田部さんの気合いの入った後
姿を見て会長の大変さを感じま
した。ただ、一年たった今では、
その雰囲気は、ほとんど消えて

いるみたいですが……。一方、私の方は幹事も２回
目ですので、いろいろ不手際もありましたが、前回
よりは緊張感も少なく過ごせた気がしております。
　しかし、「やっと終わったなあ」というような解
放感もありません。たぶん、数年後に順番で回って
くる年初に参拝しなくてはならないような大役を頭
のどこかで意識しているのだと思います。
　「楽は苦の種、苦は楽の種」という言葉もありま
すし、数年後には感じられるだろう解放感を楽しみ
に、もう少し、諸先輩方を手本に頑張ろうと思って
おりますので、これからも宜しくお願いします。

幹事　山下　英行

　本当に早いもので、もう私の
年度が終わろうとしています。
年度初め私は三つのテーマを掲
げました。
１点目、もう一度原点に戻り、
ロータリアンとして奉仕の理想

を目指し、更に四つのテストを常に意識し全会員が
自分自身に問いかけていくクラブ作りに励む。
２点目、 無理のない思いやりのある温かいクラブで

ありながら全会員で社会貢献をする。
３点目、 退会防止と会員増強を全会員で努力する（純

増最低５名以上）
　以上三つのテーマを頭にいれて、私と山下幹事、
喜志永SAAでこの一年間順調に送れる様、年度初
め、赤間神宮で御祈祷をしてもらいました。
　三つのテーマの中でも当クラブの一番の課題、又
目標でもある会員増強と退会防止は絶対にクリアー
しようと全会員にお願いし、スタート致しました。
　赤間神宮に御祈祷に行ったお陰か７月、８月で早
速、４名の会員に入会して頂き、幸先の良いスター
トになりました。本当に嬉しく、この調子で会員増
強を続けていけば、高木年度にそれなりの会員数で
バトンタッチできると思っていました。
　しかし、世の中はそんなに甘いものではなく、上
期の後半には退会者が１名出ました。下期になって
会員増強プロジェクトチーム（１チーム５名）で６
チーム体制にし、各チーム単位で意識を高め頑張っ
て行く様、働きかけました。その効果か更に、１名
入会をして頂く事になり、ホットしていた矢先、２
名の会員の転勤が決まりまた退会者が出てしまいま
した。５名以上の純増は大変難しい事ですが、この
先入会予定者も２－３名はいますし、候補者もいま
す。諦めずこの先、年度が変わっても継続して下関
中央ロータリークラブの目標会員数40名は必ず全会
員総力を挙げて達成したいと思っていますので宜し
く、ご協力をお願い致します。
　話は変わり、この一年間大変楽しかった事は、田
中統括理事と坂田委員長に今までに経験したことの
ないような企画を組んで頂きたいとお願いしました
所、早速、新年度夜間家族例会は夕日が大変美しい

下関中央ロータリークラブ会長
矢田部　宏
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♦活動計画
　会長の方針“有益で規律と品格のある例会”に沿って
　　１． 例会場でのマナーの徹底。
　　２． 来訪者、卓話者への気配り。
　　３． クラブ管理運営委員会との連携を密にし、楽しい例会作り

に努める。
　　４． 食事は和食を中心に月１回の百万ドルランチを実施する。
♦実施内容と反省
　年度始めに矢田部会長、山下幹事と共に赤間神宮へ参拝し、今
まで経験した事の無いかたちでスタートした今年度ですが、矢田部
会長の意気込みを十分に感じることのできた１年でした。私自身は
２度目のSAAとして、ある程度余裕を持って取り組み、会長の活動
方針に沿った無理のない活動方針を立て、クラブ管理運営委員会
との連携も密にできたと思っております。
　この度、活動方針の中で「例会場でのマナーの徹底」を掲げま
したが、実際マナーについてクラブの諸先輩方へ注意をすることは
おこがましく、すごく抵抗がありました。確かに様々な事情で途中
退席される事もあるでしょうし、急を要する電話もあると思います。
もちろん仕事あってのRCです。しかし、今一度初心に戻り、改めて
メンバー全員で例会場でのマナーについて考えていけたらと思って
おります。
　また、今年度一番印象に残ったことは、“火の山公園のトルコチュー
リップ植え付けボランティア”に妻と孫２人で参加したことです。
植え付け後は春の開花が待ち遠しく、開花情報をチェックしながら
２度も家族全員で確認に行きました。４月に行われた火の山での家
族例会の時もまだ沢山咲いておりましたが、奉仕プロジェクト委員
会の配慮で満開時の写真をプロジェクターで見ることができ、また
写真まで頂き改めて喜びを分かち合いました。今年度は私が奉仕
の担当ですので、しっかり継続して行きたいと思います。
　あと少し任期は残っておりますが、矢田部会長、山下幹事をはじ
め会員皆様方のご協力本当に有難うございました。

　いつも思うのですが月日の経つのが早く感じる今日この頃です。
また新風の時期がやってきました。原稿を書く事と人前で喋ること
が一番苦手な時がきました。矢田部会長、田中理事のもと親睦委員
長を任され、会長方針でも書かれていた、今までに体験していない

任期を振り返って
SAA　喜志永　佳和

任期を振り返って
クラブ管理委員会委員長　坂田　安章

　今年の１月４日、仕事始めの日でした。朝から、なんとなく体が熱っ
ぽく気分がすぐれないので体温計で熱を計ると体温計が何となくお
かしい。水銀の色が全体にキラキラと光っている。眼鏡をかけてよ
く見ると、39.6度。もう一度よく見ても39.6度間違いない。家内に向かっ
て「おーい、体温計が壊れているのですぐに、買ってきてくれ」と
叫んだ。新しい体温計で計っても39.6度だった。
　「エッ嘘」と声が出た。
　はじめて体験する39.6度は熱感よりも体がダルく動くのがとても、
しんどい、思考力も無い。ただ横たわっているだけだった。
　インフルエンザと思い解熱剤や抗生物質を服用しても少しも熱が
下がらない。２日目もまだ39.6度が朝から続いた。食欲も無く寝てい
るだけ、３日目も依然として39.6度が続く、少しづつ頭が痛くなりだ
した。今日一日熱が下がらなければ病院に行こうと決心しました。
　翌日の午前中近くの医院を受診し、症状を訴えると「多分インフ
ルエンザでしょう。菌の検査をしましょう。」と言われた。でも菌は
全く検出されなかった。段々と頭痛がひどくなり髪の毛１本１本が
激痛を感じ、空気が動くだけで本当に激痛が走る。特に地獄に感
じたのが夜、全く寝れずに朝まで激痛が続き朝までの時間の長い事、
長い事、「もうこんなに痛いのなら死んだ方がマシ」と思いました。
本当に拷問でした。
　１週間目に関門医療センターの知ってる医者に神経内科の医者を
紹介してもらいました。
　すぐに頭のMRI、心電図、血液、尿の検査及び帯状疱疹のウィ
ルス検査等色々の検査を行なっても原因が判らず、主治医も頭を抱
えて思案していました。炎症の数値だけは、とても高いものでした。
入院して解熱と頭痛の対症療法を１週間点滴して様子をみました。
その結果、熱と痛みは大分よくなりましたが、本当の原因が判らな
いので不安でした。炎症の値は正常値の50倍位ありましたがとりあ
えず退院しました。自分でも病気の原因に思い当たる事がなく、人
生はじめての入院生活は、大変なショックでした。「神様が、年齢
的に一度体を休ませなさい。もう若くはないのだから、これからは
無理をしてはいけませんよ！」
　と告げられたのではないかと一人合点しました。今までは一度も
大病もなく入院も経験したこともなく、健康な体が普通だと思って
いましたが、もう老年に仲間入りしたので、これからは、毎日健康
に留意し生活してゆかねばと自戒しております。
　又、今年度は会計の大役でした。我がクラブは会員の入退会が
数名ありましたので30名より少なくなってしまいました。とても残念
です。40名の会員になれば運営も楽になります。皆さん新入会員は
質及び量を考えて積極的に勧誘しましょう。

「油断大敵」老化現象の表れ
会計　廣田　千知郎
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ような企を組んで、思い出に残る行事にして頂きたいと少しは場所
等変えてはみましたが難しいものですね。
　本年度の例会で一番印象に残ったのは私の知人でクリスタルキン
グ吉崎氏が気持ち良く卓話を引き受けて頂き歌まで歌って頂いたこ
とが本当に楽しい思い出となりました。
　また他の人も紹介して頂ければなと思っており他分野で活躍して
いる方の話はやはり説得力があり時間が短く感じました。
　一番残念な事は会員が転勤等いろいろな理由で退会されたり、
他クラブに行かれたりで寂しさの残る年度であったと思います。み
んなで仲間を増やして行きましょう。
　クラブ管理委員会ではまだ新旧引継ぎ期末忘年家族例会も残っ
ております。絆の精神で下関中央クラブを盛り上げていきましょう。
　次年度は高木会長の下で、幹事を任され、お世話出来るように、
明るく楽しい雰囲気をめざしてがんばりますので、今後とも宜しく
お願い致します。

　５月31日の例会の卓話で、吉津先生（市立大学学長）の話で、こ
れからに地域にとって、何が重要か、というテーマで、話されたのが、
　「人間関係の良さ」、
　「魅力的な人間がいるかどうか？」、
　「リーダーの必要性」、
　「多面的な価値の重要性」
を指摘されていた。
　我がロータリーにとっても、この最初の３点は、最重要事項であ
ると深く感銘を受けました。
　では、ロータリーの多面的価値とは、いろいろありましょうが、私
にとっては、今後の課題！
　矢田部さんの年度も終わりに近づいていますが、矢田部さん含め
これまでの会長のリーダーシップに敬意を表し、感謝申し上げます。
　次年度は、高木さんですが、よろしくお願いします。

　今年度は、会員増強への取り組みが何と言っても一番でしょう。
　人数こそ増えませんでしたが、会員退会の人数を考えると入会者
も多く、増強するための組織づくりが出来た一年だと思っております。
　次年度会長を仰せつかっている私としては、これ以上無い置き土
産です。

一番
奉仕プロジェクト委員会
副会長　　　　　　　　　若松　敏幸

矢田部年度の一番
会長エレクト・　　　　
奉仕プロジェクト委員会　髙木　道之

　この体制をしっかり維持し増員に努めたいと思います。
　更に、新しい奉仕活動へのチャレンジ（火の山公園トルコチュー
リップの球根植え）や親睦活動にも積極的に取り組んだことによっ
て、一体感のある雰囲気の良いクラブになったのではないかと思い
ます。
　また、私にとって今年は、入会してから一番RCを学んだ年となり
ました。RLIやPETSに参加し、当クラブで参加報告をする機会ま
で与えていただき、心から感謝いたしております。皆さんに参加報
告をすることで、私の出来の悪い頭も整理できたのではないかなと
思います。今年度学んだことが来年度に活かされるよう奉仕活動を
中心に頑張ります。
　矢田部会長・山下幹事・喜志永SAA一年間お疲れさまでした。

　今年は新風発刊16回目を迎えます。中央ロータリークラブの総大
将　矢田部宏様でした。「16代」数字から思いつくのは、そういう
年代のせいか巨人軍の名選手、名監督である、川上哲治さん。▼
目玉焼き▼［大鵬］さん。１番は川上さんでしょう。
　♦川上哲治♦さんは、天才というだけでなく非常な努力家であり、
哲学者という風貌も併せ持った人です。出身地「熊本」という土地
柄「肥後もっこす」（頑固者）というイメージがありますが、かって
のつわものぞろいの選手達の個性を尊重しつつも、全体を一つの方
向に持っていくために、常に「平常心でことにあたること。」選手にも、
また、自らにも課していたそうです。スピードとチャレンジ精神を巨
人軍にもたらし、９連覇の偉業を成し遂げた。
　＊ 少し前の人？「宮本武蔵」に通じるものを感じさせます。

　世の為、人の為、そして自分の為の、これが組織の中央ロータリー
クラブの16代会長を二重写しにすること、あまりにも言い過ぎでしょ
うか、いや決して法螺ではありません。ごくろう様でした。

　会長・幹事・SAA、又各理事の皆様一年間大変お疲れ様でした。
　会員組織としては、矢田部会長の「純増５名」という大きな目標
を実現するには、どうするかを悩みました。前年度の終わりにチャー
ターメンバーの退会があり苦しいスタートでしたが、新年度にすぐ
新入会員が２名あって明るい兆しが見えました。
　しかし－２＋２＋１のあとは、会員からの情報があるもののなかな
か難しく、一年が終わろうとしている今、退会１名そして新たな新

16代目　会長について
クラブ管理運営委員会・
奉仕プロジェクト委員会　遠山　辰雄

矢田部年度を終えて
会員組織委員会統括理事　秋成　宇多子
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入会員が２名という新しい展開が拓けました。
　ひとえに会員の方々の努力の賜物で会員組織の理事として力不
足、努力不足を大変申し訳なく思っております。
　年度の中で特筆すべきは、形にならなかったものも含めて、以前
より会員１人１人が危機感を抱いて増強にあたったのではないかと
いうことです。
　その結果退会者がおられるので純増にはなりませんでしたが、入
会５名という結果が出ました。水面下で努力されて（入会に至らな
くても）いただいた方々、入会まで努力していただいた方々、本当
に有難うございます。紙面をお借りしてお礼申しあげます。

　本年度は、親睦活動が夜間例会に始まり、いろいろと委員のメン
バーが知恵を出され活発であったと思います。家族例会も楽しく会
長幹事並びに担当委員会の方が工夫され今までと違った例会を何
回もされていたと思います。会長幹事担当委員の皆様お疲れ様でし
た。有難うございました。

・職業分類表の見直し
・三分間情報
・ロータリー情報集会
・会員増強等
　秋成理事を中心に委員が皆、協力できたので良かったのではな
いかと、思っています。

　例会に関連した出来事・関わった人人人、その日の気温・天気・
環境（関門海峡の景色・下関の四季の花々等々）。まず出来ること
から手当たり次第ホームページに記録する事から始めることにしま
した。例会はいつも同じではない。その例会を伝えること。そこか
ら下関中央ロータリークラブにふさわしいホームページができあが
るのではと考えています。
　この１年、「こども110番の家」・関門医療センター―図書寄贈・
チューリップ植え付けボランティア・チューリップのお花見例会を

矢田部年度の一番
ロータリー財団・　　　
米山記念奨学会統括理事　畑　敏治

矢田部年度の一番
会員組織委員会　松井　兌吉

ホームページと新風
クラブ広報委員会　要田　二三子

へて、少しずつ少しずつ楽しみになってきているのに気が付きました。
　力不足で一歩前進しては後退しているような気もします。全会員
が参加し、形にとらわれない自分たちのホームページを。まずホー
ムページはロータリーを記録すること。
　新風は下関中央ロータリークラブの風（空気観）を感じる広報誌
として、また新風の名にふさわしい新しい風を感じられる広報誌。
まだまだ手の届かない高い目標です。

　今年度は、積極的な奉仕活動とまではいきませんでしたが、川崎
委員長はじめ委員の皆様のご協力をいただいて活動することができ
ました。
　会長方針「行政又は学校等とタイアップして植樹又は清掃する」
をうけ、その機会をあれこれと探して、火の山公園トルコチューリッ
プ植え付けボランティアに参加する機会を得ました。川崎委員長が
中心となって参加、４月には成果確認の機会もいただき、会員の皆
様、家族の皆様にも奉仕活動を感じていただけたのではないでしょ
うか。
　中学校健全育成格技大会の開会式剣道部の部に喜志永SAA、柔
道の部に遠山委員が参加。まじかで観る試合は迫力があり、柔道
経験者遠山委員の真剣なまなざしが印象的でした。こども100番の
家ステッカー寄贈に関しては、山下（雅）会員と川村会員が初めて
参加。山口新聞だけではなく全国放送され驚きました。職場例会は、
福太郎明太子工場に、田中統括理事と坂田委員長におんぶにだっ
こでお世話になりありがとうございました。竜王山継続事業におい
ては、三宅委員長中心に村田さんはじめ山の会の方々の意見を集め
今回めどがつきそうです。ベンチ調査で山に登ったのは本当に大変
でしたが、皆さんの現状をお知らせ出来てよかったです。関門医療
センター本の寄贈は、中浜さんはじめたくさんの方々の寄贈から始
まり、事務局においての清掃作業、贈呈となりました。清掃作業は思っ
てた以上に時間がかかるものでした。改めて清掃作業の仕方につい
ては、ホームページに掲載される予定です。関門医療センターで何
冊か重なったものなどは、近くの保育園にもっていかれること、患
者さんが見るので小説などの重さ的にも軽めのものが好まれるなど
意見も聞けました。秋成統括理事とロータリーの特徴でもある職業
奉仕について、情報集会にて芝居仕立てで勉強できたのもよい経
験でした。要田クラブ広報統括には、活動あっての広報という事で、
お誘いしたところたくさんの奉仕に参加いただき、記録を残してい
ただいたことありがとうございました。下関中央RCがこれからも皆
様のご協力をいただき、充実した奉仕活動ができるといいですね。
　矢田部会長・山下幹事１年間お疲れさまでした。

矢田部年度の一番
奉仕プロジェクト委員会
統括理事　　　　　　 　小林　智亜紀
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継続事業

　2004年（平成16年）～ 2005年（平成17年）は国
際ロータリー誕生100周年の節目の年でした。この
年度の下関中央ロータリークラブ会長、村田会長は
この記念すべき年に100周年記念事業委員会を組織
し、記念となる奉仕事業を行うことを計画しました。
　様々な方の御意見や御要望をお聞きし、また会員
へアンケートを行った結果、下関市や地元自治連合
会、竜王会（竜王山登山愛好家の会）の皆様からの
強いご要望もあり、竜王山登山道に４台の木製ベン
チを寄贈することになりました。
　そして、2004年（平成16年）11月４日、爽やかな
秋空の下で下関市長様を始めとする御来賓や関係者

継続事業委員会委員長直前会長　三宅　浩史
の方々が多数出席されて盛大に贈呈式が挙行されま
した。
　この記念事業を契機として、2005年（平成17年）
２月20日、当時の会長、会長エレクト、副会長、直
前会長を中心としたメンバーにより第１回継続事業
委員会が開催されました。
　この委員会において、中央RCとして継続的に何
らかの奉仕活動を行っていくことが検討され、テリ
トリーが適切か、公共性はあるか、奉仕事業として
会員が参加できるか等々、様々な観点から案件を絞
り込み、「竜王山とその登山道周辺の環境整備」を
中央RCの初回の継続事業とすることが決議されま
した。
　この決定を受けて、翌年度　2006年（平成18年）
６月23日に深坂自然の森に「竜王山案内板」を設置
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し、さらに2009年（平成21年）５月30日に吉見小学
校の生徒さん達と一緒に登山し、竜王神社と登山道
の分岐点に「頂上→」の表示板を取り付けました。
　竜王山に設置されたベンチは防腐処理が施されて
いたものの、10年もの間、風雨に晒され「ベンチ」
と呼ぶには可哀そうな状態になってしまいました。
案内板も表面の保護シートがはがれ始めています。
ベンチを元の状態に戻すことは、関係者が高齢化し
運搬作業が困難なので無理だと思いますが、案内板
は補修可能なので次年度の継続委員会で対応してい
ただくことを期待します。
　中央RCでは、この竜王山での活動の他にも、４
年前から「こども110番」の幟やステッカーを寄贈
し下関市内の子供たちの安全に役立つ活動も続けて
います。

　今後も様々な奉仕活動が継続的に進められて行く
ことと思いますが、今後は寄贈した物品の維持管理
が問題になってくると思います。中央RC単独では
なく行政や他の団体と協力して維持管理していく

“しくみ作り”ができれば良いと思います。
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奉仕プロジェクト

関門医療センター図書寄贈 日　　時　平成25年５月10日（金）
場　　所　下関中央ロータリークラブ事務局
作業内容　清掃・やすり掛け等

寄贈図書整理

本をきれいにする方法
＊ 固く絞ったふきんでほこり等を拭き取ります。絞りが足りないと却って本を傷めますので、力一杯絞ったふき

んを使用します。
＊ 油性マジックなどで汚れている場合は、柑橘系オイル配合の洗剤をふきんに含ませて汚れを落とし、すぐに拭

き取ります。（表紙のイラストの印刷や材質によってははげることがあるので試してから行なう。）
＊ 本の小口は、目の細かい紙やすりで
　 　本を立てて、表と裏の表紙を開いて本文の部分を押さえて、紙やすりを平行に撫でるように優しくかける。（小

口を研磨）
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受け付けていない本
百科事典・全集・汚れている本・専門的な本
宗教関係の本・内容の古い本・辞書類・雑誌類

ひまわり文庫
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奉仕プロジェクト

110番の家のステッカー贈る

　下関中央ロータリークラブ（矢田部宏会長）は６
日、危険に遭遇した子どもを保護する「こども110
番の家」のステッカー 500枚を市PTA連合会（林俊
作会長）に贈った。
　同クラブの山下英行幹事ら５人が市役所で「子ど

もたちの安全のために役立ててもらえれば」と贈呈。
受け取った林会長は「ステッカーは抑止力にもなる
ので本当にありがたい」と謝辞を述べた。
　ステッカーは縦35センチ、横12センチ。市教委を
通じて、こども110番の家となっている市内の住宅
や事業所の入り口に貼る。同クラブは昨年までに、
こども110番の家のステッカー 1500枚、のぼり1690
本、防犯ブザー千個を寄贈している。　
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火の山公園トルコチューリップ園
チューリップ植え付けボランティア

日時　平成24年10月27日　曇りのち雨
場所　下関市みもすそ川町
　　　火の山トルコチューリップ園

下関中央ロータリクラブ参加者
会員　19名
家族　19名

　約150名の市民ボランティアの方とともに４万球・
６品種（ガボタ・バレリーナ・パッション・アラジ
ン・インゼル・シネダキング）のチューリップ・ビ
オラを植え付けた。
　植え付け場所はかなりの急斜面で緩やかな曲線の
デザインの花壇に一球一球チューリップの球根を植
え付けていきました。なかなか上手く土が掘れず小
雨も降り出し悪戦苦闘しました。それでも植え付け
終わった後の達成感を味わうことが出来ました。
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奉仕プロジェクト
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＊参考
　トルコチューリップ園のデザインについては
トルコ共和国のイスタンブール市街とボスボラ
ス海峡をデフォルメしています。今年はボスボ
ラス海峡の海流とそれに伴い揺れ動く波を、全
てのビオラ・チューリップによる緩やかな曲線
で表現。
　歌でもお馴染みのチューリップは、とても身
近な花。選ぶのに迷うくらい沢山の色や花形が
ある、代表的な春咲き球根です。日本ではとて
もポピュラーなこの植物の原産国はトルコです。
品種の多くがヨーロッパで作出され、世界の花
壇に供給されてきました。チューリップは最も
世界に広がった美しい球根植物といえます。
　開花後出来るだけ早く花びらと種のできる差
や、花茎を摘み取ります。葉は必ず全部残して
おきます。花後の約１ヶ月半から２ヶ月の間、
葉はたくさんの日を浴びて、球根を大きく育て
ます。７月上旬ごろに葉が枯れ始めたら、球根
を掘り上げましょう。
　掘り上げた球根は日陰干し、風通しの良い場
所で保管します。10月中旬～ 11月下旬ごろに
なったら、球根を植え付けます。
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新入会員紹介

が出来ればと思っております。又そのような機会を
与えて頂きましたご推薦者の方々には大変感謝して
おります。
　諸先輩会員の皆様方におかれましてはこれからお
荷物にならない様に頑張らさせて頂きますのでご指
導、ご鞭撻のほど宜しくお願いします。

松浦　正徳

　この度、下関中央ロータリークラブに入会させて
いただきました松浦正徳です。私は昭和53年３月に
生まれ、今年の３月に35歳になりました。30歳の時
に下関に帰ってきて、長門町に司法書士事務所を構
え５年になります。
　今回、公私ともにお世話になっております株式会
社エミアスの髙木社長に下関中央ロータリークラブ
へお誘いをいただきました。入会のお誘いをいただ
いたときは、正直、まだロータリークラブに入会す
るには自分は若すぎるのではないかという不安があ
りました。それまで私にとってロータリークラブと
は、いつかは入ってみたいと思う存在であり、自分
が入会した姿を想像することもできない場所だった
からです。しかし、自分がやってみたいと思うこと
に対して、行動を起こすのに遅すぎることはあって
も早すぎることは常にないと考え、まだ若すぎるの
ではという思いを振り払い、思い切って入会の扉を
叩いた次第です。
　入会してまだわずかな時間しか経っていませんが、
皆さんに早く自分という人間を知ってもらえるよう
積極的に活動に参加していきたいと思っています。
ロータリーの綱領、そして「四つのテスト」をしっ
かりと理解し、実践して社会への奉仕・貢献をして
いき、その活動を通し自分自身を成長させていきた
いと思いますので、これからご指導ご鞭撻の程よろ
しくお願いいたします。

クラブ管理運営委員会・
奉仕プロジェクト委員会　内田　賢太郎

　昨年８月の入会から右も左も解らないまま、気が
つけばあっという間に一年が経過しようとしていま
す。私個人の活動の評価ですが、一年目はクラブに
貢献したと思えるようなものが何もなく初年度から
落第点といったところですが、その中でも唯一頑張
れたことは可能な限り金曜日のお昼に時間を合わせ、
例会に出席いたしました。そしてその場で頼まれた
ことはノーと言わずにすべてを肯定し引き受けまし
た。
　諸先輩方の域には程遠いですが２年目となる次年
度は少しでも自分がクラブに何か貢献できたと思え
るような活動をしたいと思います。

佐々木　博昭

　この度入会させて頂きました有限会社　佐々木
アーキテクトデザインの佐々木　博昭と申します。
　数々の社会、地域奉仕団体が御座いますがこの様
な社会的にも歴史のある著名なクラブに入会させて
いただき大変有難く光栄に感じております。
　まずは一年間肩に力を入れ過ぎず先輩会員の皆様
方にお教えを頂きながら友好を深めつつ継続出席す
る事を目標に努め上げたいと考えております。
　さて当社は建築設計事務所として起業しまして個
人事務所として３年、法人事務所として８年、計11
年になります。今までにいろいろな方々に助けて戴
きなんとか続けてくることが出来ました。住宅設計
が主なる業務ですがお客様のご要望に極力お答え出
来る様に建築に関する事、その他の事、ある意味出
来る事はすべて取り組んで参りました。お陰様で
色々な事に対処、対応が出来る設計事務所（よろず
相談？）として現在の業務基盤が出来上がりました。
　等クラブに入会しまして今まで蓄積してきました
知識、ノウハウを活かして少しでも社会貢献する事
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クラブ管理運営委員会・
奉仕プロジェクト委員会　山下　雅之

　昨年８月にご縁ありまして、入会させていただき
あっと言う間に10 ヶ月が経ちました。
　やっと皆様のお名前とお顔が、一致する様になり
ましたが、当初は、お話をした後に、「あっ、名前
が間違っていた。」と言う事も多々ありました。
　初めは、“ロータリークラブ=敷居が高い”とい
うイメージが大きく入会はしたものの、「本当に私
が、このクラブの一員となっても良いものか……」
　まさに、太平洋の広い海に小舟で航海にでた心境

でした。しかし、例会、委員会、様々な所に出席さ
せて頂き会員皆様が、温かく接して頂いたので、今
では下関中央RCに入会出来たことを嬉しく思い楽
しませて頂いています。
　会員の皆様には、心より感謝致します。まだまだ
入会したてで左も右も解らない若輩者ではあります
が、担当させて頂く委員会はもちろんのこと、他の
ことも皆様のご指導を受けながらロータリークラブ
を勉強していきたいと思います。
　今後も仕事を頑張り、時間、予定の許す限りお手
伝いさせて頂きます。
　皆様末永く宜しくお願い致します。
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外部卓話

2013年２月１日（金）
「ロータリアンとしての

「東日本大震災」の現状と支援について」

田村　邦夫 様

2012年７月27日（金）
「住吉神社の大神と大寧寺」

住吉神社宮司
鳴瀬　道生 様

2013年２月８日（金）
「スカウト活動に関わって」

ボーイスカウト隊隊長
成本　敬介 様

2012年８月24日（金）
「生きることは食べること
食べることは生かされること」

田﨑　育子 様

2013年４月12日（金）
「下関の民族」

下関歴史探究倶楽部　代表
大濱　博之 様

2012年９月７日（金）
「ロータリーの思い出」

グループ１ガバナー補佐
鷲頭　信 様

2013年４月26日（金）
「日常生活に溶け込んだ神道について」

大歳神社　宮司
森　裕宣 様

2012年10月12日（金）
「行間を読む」

山口新聞　特別編集員
佐々木　正一 様

2013年５月17日（金）
「セブンイレブン・ジャパン時代の実体験から
「日本一・世界一の販売数（売上）を作るには」」

中小企業診断士
摩嶋　隆視 様

2012年11月２日（金）
「音楽と自分と下関」

クリスタルキング
ムッシュ吉﨑 様

2013年５月24日（金）
「利益の質が問われる時代～温故知新」

オフィス夢実現　代表
中小企業診断士
高橋　貞暢 様

2012年11月30日（金）
「これからの下関」

下関市長
中尾　友昭 様

2013年５月31日（金）
「これからの地域にとって何が重要か」

下関市立大学　学長
吉津　直樹 様

2013年１月25日（金）
「九州工業大学の航空・宇宙への取組」

九州工業大学　教授
佐伯　心高 様

2013年６月14日（金）
「在宅医療について」

吉利医院　理事長
吉利　用和 様

2012－2013年度
2012年７月－2013年６月まで
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思い出のアルバム2012年・2013年度

新年度夜間家族例会　2012年７月21日

野球大会　2012年２月30日

バーベキュー家族例会　2012年９月２日

観月家族例会　2012年10月16日
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新春家族例会　2013年１月11日

地区大会　2012年10月21日

16周年記念例会　2012年11月16日

ジビエ鍋　2012年12月19日

５ロータリー　2013年２月18日
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インターミーティング　2013年２月23日

合同例会　2013年３月22日

花見例会　2013年４月６日

新旧引き継ぎ期末家族例会　2013年６月28日



　会長より「いつもと違うものにして下さい。」とまた原稿依頼した会員の方
から「いつも書いているからもういいです。」といわれ、今回この様な編集を
してみました。「違うもの」「新しさ」とは？とまた考えさせられました。
　考えることを楽しみました。どうもありがとうございました。
 （要田二三子）

事務所：下関市細江町２丁目８︲18 青木ビル２Ｆ
TEL 083︲231︲1266　FAX 083︲235︲1266
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