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ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を

2013－2014年度 国際ロータリーのテーマ

表紙：「オレンジリボンたすきリレー」より
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　今年度は当初目標に掲げて
いましたとおり、奉仕活動を
主体に活動してきました。
　地区補助金の申請も無事に
承認がおり、計画していた奉
仕プログラムについては、全

て取り組むことができほっとしています。
　また、今年度の目標であった「全員が参加する
奉仕活動」も、おおむね皆様のご協力により達成
できたのではないかと思います。
　この一年を通し、いろいろな奉仕活動に参加す
ることで、多くの皆様と出会い、今まで自分が触
れたことのない価値観に接し、喜びや感動を受け
ました。新しいことに取り組むことは、大変では
ありますが、そこには新鮮な出会い・感動・感謝
などが生まれ、新たな自分を発見することができ
るのではないかと思います。今後も自分の心に
響いたことは、積極的に取り組む姿勢で活動して
行きたいと思います。
　最後に、今年度の会員増強につきましては、目
標を達成することができませんでした。
　次年度も引き続きロータリーの精神に共鳴し
てくれる人材との出会いを探して行きたいと思
います。より多くの会員、家族が力を合わせて、
下関中央ロータリーのイズムや活動を継続、継承
していくことを切望します。
　「未来の夢計画」初年度ということで、戸惑い
もありましたが、一年間皆様に支えていただき無
事終えることができ心から感謝いたします。一
年間ありがとうございました。

　活動方針でも書いたように、
会長方針に沿ったクラブ運営
となるように、各役員・各理事・
各委員長と相談協力しながら、
情報の伝達と意思の疎通を図
り活気ある楽しいクラブ運営

となるように会長を補佐する立場ではありまし
たが、実際難しいものでありました。

　今年度は髙木会長の
「全員参加を目指し奉仕活動を行う」
1. こども110番の家 ステッカーの寄贈
2. 関門医療センター 本の寄贈
3. 火の山公園トルコチューリップ植え付けボラ

ンティア
4. 芝刈り機、花壇の寄贈及びそれに伴う奉仕活動
5. 幼児虐待防止（オレンジリボン）の広報活動等

　一年間という限られた任期の中、未来の夢計画
初年度ということもありましたが、家族・ボラン
ティアの方々・留学生も含めて上記の活動がで
きたことに喜びを感じています。
　今年度は髙木会長の強い指導力と情熱で引っ
張って頂き、たくさんの事業ができたことに今更
ではありますが驚きました。また、親睦活動にお
いても夜間例会では夫婦同伴で出席していただ
けるようにしており、夫人の出席率も7割程度と
高く良好な状態ですが、例会全体の出席率は…で
す。出席率を上げ、会員の増強に努め早く30名
は確保したいと思います。
　まだ新旧引継ぎ忘年家族例会も残っておりま
す。絆の精神で下関中央ロータリークラブを盛
り上げていきましょう。
　本当に皆様ありがとうございました。

任期を振り返って

今年度を振り返って 髙木年度の奉仕活動と継続事業

髙木 道之 坂田 安章下関中央RC 会長 下関中央RC 幹事
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　会員組織委員会の名称は、各クラブが色々な名前の委
員会名を採用している。我がクラブが、CLPをとりいれ
た時に全会員の合意のもとに決定された委員会の名称
が、会員組織委員会である。
　地区研修協議会では、会員増強委員会の名称を採用し
ています。他のクラブでは会員退会防止委員会や、会員
維持委員会の名称を採用しているクラブもあります。
　すなわち、以前の職業分類委員会ロータリー情報委員
会及び会員選考･増強委員会がCLPで、一緒になった委
員会の名称である。
　ロータリークラブに最近入会した会員が、他のクラブ
の会員と話をしている時に、委員会の名称が違うために、
違和感を憶える事があると思いますが、前記のような経
過理由によるのです。
　ロータリークラブの自由裁量権のもとに各クラブが、
それぞれの委員会名を使っていると、将来的に混乱する
のではないでしょうか？
　今日、自社の仕事で忙しい毎日の中で、特別にロータ
リーの勉強をしている会員は、減少していると思われま
す。従って当地区では、CLPのもとでは、各クラブは、
従来のように同じ名称の委員会に統一した方が色々の通
達や活動において、スムーズに運営出来るのではないだ
ろうか？
　入会、間もない会員の為に昔のことも少しづつ知って
頂く為に、書き綴りました。
　さて、今年度の我が委員会の活動は、不満足の状態で
終わりました。特に会員増強は、目標に達せず心残りで
した。ロータリー情報に関しては委員会の会員の皆さん
に、充分に勉強に励んで頂きました。その結果、委員会
からは｢3分間情報の勉強のお陰で、ロータリーの事が少
しづつ判るようなってきた感じがしてきました。是非と
も来年度も続けていきましょう｣ と嬉しいことばを頂き
ました。
　職業分類表の未充填の職業の会員を、発掘し新会員の
入会に繫げていけたらと、念願しています。
　会員の更なるロータリアンとしての知識･教養の向上
に向けて頑張りましょう！

　髙木年度の印象に残った事は、坂田幹事と呼吸を合わ
せ、すばらしいRC運営を行った事だと思います。特に対
外的奉仕活動をこれまで以上に積極的に行い、下関中央
RCの有用性の再確認ができたと思います。

　個人的には2710地区に出向させて頂き大いに勉強させ
て頂きました。
　一年間皆様にはお世話になり有難うございました。
　また、会長・幹事はじめその他の皆様お疲れ様でした。

　今年度の親睦担当の夜間例会は8回でした。
 7/12 新年度夜間家族例会～住之江キッチン
11/15 新入会員歓迎例会～平家茶屋
11/30 創立記念例会並びに新竹RC歓迎会
 ～下関マリンホテル
 1/11 新春家族例会～住之江ギャラリー
 2/28 ふく例会～火の山回転レストラン　　
 3/20 合同例会
 ～下関グランドホテル（運営は東クラブ担当）
 4/ 5 花見例会～源平荘（当日進行は職業奉仕担当）
 6/27 新旧引継期末家族忘年例会
 ～マリーゴールド門司港迎賓館
　例年と変わってきている所は10月に観月会が入ってい
ましたが、継続事業として、10月にチューリップの植付
けボランティアに参加するようになってからはなくなっ
ているようです。　　　　　　
　それと新入会員の歓迎会を例会扱いとし、半期に一度
開催するようになりましたが、今年度は残念ながら上期
の１回になりそうです。　
　年初は出席率向上の為、何か変わった企画が出来れ
ば？と思っていましたが、そうやって考えている内に何
も思いつかないまま、時が過ぎてしまいました。
　ですが、来年は喜志永統括理事ですので、いつものスー
パーショットのように何か楽しい企画を打ち出してくれ
るのではないかと期待しております。
　小林委員長、委員の皆様、一年間ありがとうございま
した。

　当初、広報担当を仰せつかったときは、喧伝という｢語
彙｣を使う位い勇んでいました。
　旧ドイツのナチス宣伝相｢ゲッペス｣よろしく、大々的
に宣伝し仰々しく“広報”をしまくりという思いが、私の
中で飽和状態でありました。が、やはり病から来る気力
の衰えはどうしようもなく、毎週の出席もままならず
｢役･所｣ の行儀も希釈し締まらない結末にいたり、只々
申し訳なく想いながら（愚痴）の羅列で終点となりました。
　♦敗軍の将、兵を語らず♦俯く以外にありません。

風の広場

今年度を振り返って

広報担当としてのお詫び　

廣田 千知郎

遠山 辰雄

山下 英行

畑 敏治

会員組織委員会 統括理事

クラブ広報委員会 統括理事

副会長・
クラブ管理運営委員会 統括理事

副SAA
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　髙木会長、坂田幹事、田中SAAを始め各理事及び委員
長の皆様大変お疲れ様でした。
　さて若松年度は、奉仕プロジェクトの統括として活動
することになりました。
　その気持ちで振り返ると、髙木年度では仕事や私事と
重なって思うように参加できなかったと、皆さんに、お
んぶの一年だったことを申し訳なく思っています。
　五月の地区協議会の奉仕プロジェクト分科会で聞いた
三つの事例が印象的でした。
　継続性があり、職業奉仕もでき、新世代のためにもな
るという活動でした。RCの会員に“事例発表がとてもよ
かった”と言うと｢あのね、そういうことはロータリーの
友にいくらでも書いてあるの。ロータリーの友読んでな
いの？読むことは会員三大義務の一つ！｣ と叱られまし
た。やはり口は災いの元だ、ロータリーの友を読んでい
ないことがバレてしまいました。それはさておき、奉仕
プロジェクトはRCの活動の中でも多面性があり、会員の
考えの集約は元々難しいのですが、私は色々な要素を含
んだ中央RCの核になるような奉仕プロジェクトができ
ればいいなあと思います。次年度のために、大平学園に
何度かお伺いしているうちに、もしかしたらこのプロジェ
クトがそういう芽をもっているかもと感じています。
　何はともあれ、髙木年度休眠会員のようだったことを
反省しつつ、若松年度は精一杯活動したいと思います。
皆様のご協力、ご教授をお願いします。

　奉仕プロジェクト統括理事を拝命しました。髙木会長
の「今年度の奉仕活動は手を抜かない」との強い意気込
みの中、多くの会員に参加していただいたおかげで順次
実行できました。初めての理事であり、また地区『ロー
タリーの友』委員を兼務しており皆様に色々とご迷惑を
お掛けしましたが、奉仕のプロである髙木会長や坂田幹
事の適格な指示や、経験豊富な川崎委員長の行動力ある
陣頭指揮により、当初の計画が全て遂行できました。こ
れも会員皆様のご協力のおかげです。本当にありがとう
ございました。
◆実施内容
　1 ）新世代奉仕

地区補助金を申請し、児童養護施設なかべ学院に花
壇、下関大平学園に芝刈り機をそれぞれ寄贈。子供
達と一緒に作業を行い、それぞれの園の行事にも参
加。親睦を深めました。

　2 ）社会奉仕
幼児虐待防止（オレンジリボン）の広報キャンペー
ン『オレンジリボンリレー IN下関2013』に多くの
会員の参加をいただき、他団体と協力し広報活動を
行いました。

　3 ）国際奉仕、姉妹クラブ友好
台湾新竹東南RCより16名の参加をいただき、我がク
ラブの創立記念日例会を行いました。年度末の新竹
東南RCの交代式には18名出席。交流を図りました。

　4 ）継続事業の奉仕
・市内中学校の野球大会、健全育成格技大会を協賛

し、開閉会式に出席。
・前年度より始めた『火の山公園トルコチューリッ

プ植え付けボランティア』に参加し、開花時に花
見家族例会を実施しました。

・前年と同様に『こども110番の家』のステッカー寄
贈。次年度は幟を希望しています。

・例年と同様に『関門医療センターへ本の寄贈』を
行いました。

・平成18年6月に寄贈した『竜王山登山案内板』の
修復を実施しました。これで竜王山に関する継続
奉仕は一応終了しました。

以上継続委員長と協議の上、当初の予定道理の奉仕
を遂行しております。

　5 ）職業奉仕
私の全く理解できない奉仕です。自分自身が一生
懸命仕事をすることによって会社を発展させ、社員
と家族及び取引会社の人々が幸せに暮らしていけ
ることが職業奉仕と思っていましたので特別な行
動はしていません。本当にこれでよいのですかね？

◆反省と課題
　今年度は『ロータリー世界フォーラム』の関係で取り
組みが早く、当初は戸惑っていましたが、会長幹事をは
じめ川崎委員長の協力で地区補助金の申請も順調に推移
し、また会員皆様のご協力で計画通り奉仕活動が全うで
きました。自分としては一生懸命取り組みましたので特
に悔いはありません。課題としては、もう少し家族（子供、
孫）が出席していただければと思いました。
◆継続したいこと
　今年度初めて実施した3件（なかべ学院、下関大平学園、
オレンジリボン）の奉仕に加え、継続事業全てを継続し
ていただきたいと思います。

　今年度は、髙木会長の方針の元、喜志永統括理事、川
崎委員長を中心に積極的な奉仕活動の計画、実行をされ、
参加することで充実した時間をすごすことができました。

継続事業と私

喜志永 佳和

秋成 宇多子

奉仕プロジェクト委員会
統括理事

クラブ管理運営委員会 委員・
ロータリー財団委員会 委員

髙木年度の奉仕活動と継続事業
小林 智亜紀クラブ管理運営委員会

委員長
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　ブルゾン着用も下関中央RCの一員として奉仕してい
るという意識を感じられ、良かったです。
　大平学園の草刈り、夏祭り、なかべ学院への花壇の寄贈
では、青少年とのふれあいがありました。子供を育てき
らない親がたくさんいることに本当にびっくりしました。
　幼児虐待防止（オレンジリボン）の広報キャンペーン
に参加したことで、よく見かける車の後ろのリボンマー
クについて、オレンジリボン、ピンクリボンと色によっ
ても違う目的があったりと勉強になりました。自分が
ロータリーバッチと共にリボンのバッチをつけること
で、少しでも多くの方に知ってもらうチャンスにつなが
ればと思っています。
　火の山公園トルコチューリップ植え付けボランティア
に今年も参加することが出来なかったのが残念でした。
　下関中央RCが毎年継続で行なっている奉仕活動は増
えていますが、継続事業委員会運営要綱により継続事業
として行っていたのは、竜王山事業だけのようです。運
営要綱の見直しや、何を継続事業とするかの検討が必要
に思います。こども110番の家ステッカー寄贈を行って
ますが、旗寄贈の要望があるとか聞きました、一時期た
くさんの企業が寄贈していた旗が不景気、老朽化が伴っ
て姿を消したように思います。先日車運転中、勝山で新
しく輝く下関中央RCの黄色の旗をみかけました、まだ
残っていたのだなと思いました。RC奉仕活動の広報とし
てもめだつし、犯罪防止、抑制のためにもめだたないと
いけません。
　少人数のクラブで、出来ることは限られると思います
が、出来るだけ多くの奉仕活動を継続していけるように、
自分なりに協力し充実した時間をすごしたいと思います。
　今年度クラブ管理運営委員長をさせていただきました
が、スタートは良かったのですが、途中から山下統括理
事におんぶにだっことなってしまいすみませんでした。
　髙木会長・坂田幹事1年間お疲れ様でした。

　早いもので、会員になって早や4年と半年になります。
入会当時は、右も左も判らないまま一つ一つ行事を体験
させて頂き、周りの諸先輩様の時には優しくアドバイス
を頂きまして現在があります。本当に有り難く深く感謝
致しております。
　又、特に家内が平成11年6月に、今の病が判明しまし
て3年になります。
　会員皆様、ご家族方には多大な心配をお掛けしました
が、家内は、お陰様で元気です。
　皆様から｢具合は、その後どうですか？｣と聞いて下さ
り、家族会に出席する度に励ましの言葉を頂き、誠に有
難うございました。

　最近では、少し辛い治療の週でも家族会があれば、会
員の皆様やご家族の方にお会いしたくて出席させて頂い
たこともあります。
　とりとめのない話となりましたが、秋の観月会･春の
お花見例会･新年会等々……
　数々の思い出が走馬燈の様に、私の頭の中に楽しい記憶
と残っている中央ロータリークラブの数年でございます。
　これからも家内共々、皆様方の｢愛｣を感じる中央ロー
タリークラブの益々のご発展を祈り、私も精進して参り
ます。宜しくご指導の程、お願い申しあげます。

　髙木会長年度は、「超我の奉仕」を実践すべく奉仕活動
に取り組みました。大平学園の草刈は、なれない姿勢で
の作業でした。園の子供たちも一緒に、汗を流し雑草を
取りました。作業の合間の子供達との会話は、楽しく弾
みました。何気ない会話の中で、子供たちの用人深さに
驚き、考えさせられました。大人を信じる心を育てる環境
の大切さを感じました。未来を担う子供に信頼してもら
うことの重要性を教えてもらった一日でした。夏祭りは
ジュースやポテトなどの係りで、賑わいを楽しみました。
　なかべ学院の二つの花壇に花を植えました。子供達が、
スコップを手に自分の好きな色の花を選び賑やかに植
え、水をかけました。一人一人の子供に目を向けけがを
しないように注意をしながらの植え付けでした。
　10月には、火の山でトルコチューリップの球根を植え
ました。山の斜面での作業は、チームワークで行い、順
調に進みました。4月の花見例会で綺麗に咲いた色とり
どりのチューリップを愛でることができました。
　オレンリボンたすきリレーでは、取り組みをアピール
しました。
　恒例の関門医療センターへの本の寄贈は、本の掃除から
始まりました。何度か集まり綺麗にした本を届けました。
　今年度の奉仕活動は、会員相互の助け合いの中で、汗
を流し行ってきました。
　一年間の奉仕活動を通じて、自分自身の職業を考えま
した。働くことで、相手の為になるよう心がけること。
そのことを意識する。それが大切なことと少し理解でき
ました。
　今年度の体験を、生かしていきたいと思います。

　自分なりの意識と行動の世界に浸っていれば、笑顔で
ご機嫌な小生である。

風の広場

蕾み膨らむ刻

髙木会長年度の奉仕活動

鷹野 芳和

前田 周作

田中 富士子

会計

副幹事

SAA
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　他人に言わせれば、性格を知れば、いと容易く扱うこ
とのできる老人だそうで、小生もそれを自負している。
その世界とは、神道、仏教、仕事、自然探索、農作業、宇
宙研究、儒教研究、武士道、刀、和歌、歴史、ゴルフ、釣り、
酒、料理等である。日々の生活の中、これらに接しない
時は無く、心豊かに快適で満足なストレスも無い毎日を
過ごしてきました。
　しかし最近の生活状態が少し違ってきました。どうも

“幹事”という言葉が私に纏わり付いてきた頃からかな？
生活のそして心のリズムに違和感を覚えてくるように
なったのであります。
　ロータリー生活において、過去四年間は、人格他御揃
いになられました下関中央ロータリークラブの皆様と、
明るくも和やかな風情の中での御付き合いを楽しんでま
いりました。
　しかし、私の三つの苦手事、デスクワーク、会議、講演
以外のおしゃべり。これ等の頻度が次第に上がってきた
のです。さらにはロータリーの法則など露ぞ知りません。
　そこでそれを解決するには、学ぶだけです。皆様の御
力をお借りしながらではありますが、決心がフツフツと
この頃湧いてきました。
　さらには、先の地区研修協議会での、福岡県の廣畑先
生の職業奉仕の御講演に心が動きました。何事にも漠然
と軽視すること無く、直視して熟考すれば、その真義を
知り学ぶことができます。この一年、金子ガバナーそし
て若松会長の御表明の通り“職業奉仕”の知識と行動の
実践に邁進していく決心が身を熱く焦がしている今の私
です。
　この一年よろしくお願い申しあげます。

　クラブに入会して早いもので１年が経過しました。
　特に印象に残っている事と言えば数々の奉仕活動です。
普段仕事を通してこの様な機会はなかなかありませんの
で貴重な経験をさせて頂き大変有難く感じております。
　確かにきつかった事などありますが、まさに「boots on 
the ground」髙木会長の意思通り、形に残る奉仕活動だっ
たと思います。
　次年度若松会長もこの意志を受け継ぎ、髙木年度の奉
仕活動を継承する様にご指示頂いておりますので、奉仕
プロジェクト委員長として１年間、微力ながらご協力さ
せて頂きます。
　皆様におきましては数々のご迷惑をおかけすると思い
ますが精一杯頑張りますのでご協力のほどお願い申し上
げます。
　今年度はいろいろとご教授頂きありがとう御座いまし
た。次年度も更なるご教授を宜しくお願いします。

　本年度は入会して初めての年度ということもあり、で
きる限り積極的に活動に参加しようと思って行動させて
いただきました。その中でも印象に残っているのはなか
べ学院での花壇の花植えです。施設の子どもたちが先を
争って一生懸命に笑顔で花を植えている姿、初めて会っ
た私たちに人懐っこく「先生手伝って！」と言ってくる顔
になんとも言えない感動を覚えました。その他にも大平
学園での祭りへの参加、オレンジリボンたすきリレーへ
の参加、トルコチューリップ園の球根植えなど数多くの
奉仕活動に参加させていただき、その全てが有意義な活
動だったと実感しています。企画された執行部の皆さん
には本当に感謝しています。唯一残念だったのは春の花
見が雨でチューリップを皆さんと一緒に鑑賞することが
できなかったことです。また次年度以降も奉仕活動に積
極的に取り組んでいけたらと思います。

　時は金なり！
　私が初代会長として例会を運営しているときは、なぜ12時
30分から例会開始なのか理解出来ませんでした。
　何故12時00分･或いは13時00分ではいけないのか？
　しばらくして、書籍や先輩ロータリアンから教えられまし
た。例会は昼食の時間も兼ねているので12時に午前中の仕
事を終了し、その後、ロータリークラブに出掛けて行き、昼
食を頂き卓話を聴いて帰り、午後の仕事を新たな気持ちで開
始するという。日本の会社の実態を反映しているとの事で
す。したがって日本のロータリークラブでは、ほとんどが12
時30分から例会を開始しています。夜間例会は、18時30分
からの開始が多いようです。
　我がクラブのロータリアンも12時頃から参集し、会員間の
雑談をするのが貴重な時間です。
　少し早めに来場しましょう！
　例会は、12時30分丁度に始めて13時30分にきっちりと、
終了するのが会長、幹事の腕の見せ所です。
　特に、外来者の卓話の時は、13時00分より始められるよう
配慮が必要です。又、時に早く卓話が終了したときは、会長
が残りの時間調節をすべきです。普段より会長は、心掛けが
必要です。委員会報告で長引き、卓話の開始が遅れそうにな
る時は、幹事は対処が必要です。（例えば委員会の報告を省
略するとか、卓話者の略歴紹介を簡潔にして、必ず30分間の
卓話の時間を与えるようにしなければなりません。）
　このように、ロータリーにおいては、時間厳守は非常に大
切ですので会員の皆さん、時間を正確に有効に使うロータリ
アンになりましょう！

髙木年度の奉仕活動と継続事業

髙木年度の奉仕活動と継続事業

ロータリー雑感
（ロータリアン及びロータリークラブの時間厳守について）

佐々木 博昭

松浦 正徳

廣田 千知郎

クラブ管理運営委員会 委員・
奉仕プロジェクト委員会 委員

会員組織委員会 委員・
奉仕プロジェクト委員会 委員
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　体を動かすボランティアを実行し、充実感とすが
すがしさを実感できた。
　幼児と触れ合うことで、人と人との温もりを感じ、
奉仕させていただく喜びと幸せを感じることができた。

6月27日 芝刈り機納品
6月29日 第1回大平学園 草刈り
7月6日 第2回大平学園 草刈り
7月15日 第3回大平学園 草刈り
7月19日 大平学園 夏祭り
8月22日 なかべ学院 花壇贈呈式
12月21日 なかべ学院 クリスマス

・
・
・
・
・
・ 

大
平
学
園

奉仕プロジェクト

芝刈り機･花壇の寄贈及び
それに伴う奉仕活動
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・今年度の地区補助金申請事業
当クラブは、子供が中心の奉仕活動を行なってお
り、今年度は下関市に2つしかない児童養護施設
を対象に奉仕活動を行なった。

・2月に両施設を訪問し要望の確認を行なう。
大平学園は、グランドが広く草刈りが大変なので
芝刈り機を要望。
3回の草刈りの手伝い及び夏祭りのボランティア協力
次年度ボランティアの打ち合わせは3月以降

なかべ学院は、中庭に子供達が四季を愛でる花壇
を要望。
花壇を2面作り子供達と花を植えるイベントを行なう。
クリスマス会にも参加。春の花植え計画中。

な
か
べ
学
院 

・・・・・・
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　幼児虐待防止（オレンジリボン）の広報キャンペーン。
　少しでも多くの市民にオレンジリボン活動を知っ
ていただく活動。
･なかべ学院を訪問した際、オレンジリボンのこと
を知り活動に参加

･当クラブのメンバーにもオレンジリボンバッジ着
用の協力要請

日　　時 平成25年11月24日（日） 9：30 ～ 12：00
集合時間 9：00
集合場所 海響館出口特設会場
下関中央ロータリークラブ走行区間

下関駅（人工地盤）～ハローデイ下関ゆめタワー店
10：30 ～ 10：40　気温11℃　天候：晴れ
たすきリレー参加者

秋成･要田･川崎･喜志永･小林･坂田･佐々木･
髙木道之･髙木朋子･鷹野･田中･松浦･矢田部・
山下英行･山下雅之･若松鈴子･溝口

奉仕プロジェクト

オレンジリボンたすきリレー
in下関2013
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3月14日（金）
　入院患者の方々の心を癒やすお手伝いができれば
と思い。
･2009 -2010からの継続事業で、職場例会を関門医
療センターで行ったのがきっかけ。

･2階に図書室があり、本の寄贈を求めているのを
知り、始めました。

　2007-2008に地区補助金を申請し、7年前から行
なっている継続事業です。
　今までに幟1690枚･ポール880本･ステッカー
2800枚･防犯ブザー 1000個を寄贈。7年間で4回の
補助金申請を行ない3回の申請承認。
　下関市が掲げる安心で安全な町づくりの一環。
　弱者である子供に焦点を絞り、いつでも助けを求
めることのできる環境づくり活動。

　今年度は、髙木会長が奉仕活動（継続事業含む）
に特に力を入れ、お金も汗も出して一年間ロータリ
アンとして頑張って行く強い意志を示されました。
私も継続委員長として力強いパワーを頂き、お陰で
全ての継続事業が滞りなく終えることが出来まし
た。（本当に感謝致します。）
　想い出は沢山ございますが、特に秋口に火の山の
チューリップの球根の植え付け作業は、心に残って

おります。植え付け場所は傾斜がきつく、作業は大
変ではありましたが、参加された方々は来年の春の
花見を楽しみに頑張っていました。
　我々は来春、花見例会の行事も控えていますので
余計に力が入りました。
　これからも皆で奉仕活動を通じて会員並び各関係
者と一緒になって親睦を深め、友情と想い出を築い
て行けたら幸せだなと思う今日この頃です。
　最後に、髙木会長、坂田幹事を始め、理事役員会
員の皆さん、また事務局の溝口さん、本当に一年間
お世話になりました。

継続事業

こども110番の家　ステッカーの寄贈

関門医療センター　本の寄贈

矢田部 宏直前会長・継続委員会 委員長
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　ロータリーメンバー ･ロータリー家族･米山奨学
生･留学生との懇親を深めることができる活動。
　姉妹都市イスタンブールとの40周年記念式典で

活動を知る。
　2012-2013から始め今回で2回目。
　今回は留学生を含め市大生（4名参加）とロータ
リー家族と参加者との懇親が深まりました。また、
花見例会で桜とチューリップの開花も見られ楽しめ
ました。

継続事業

火の山公園トルコチューリップ
植え付けボランティア
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　この事業は、前年度会長の「お金を出さずに奉仕
がしたい！できれば植栽を考えてもらって、環境に
やさしく、子供達に花をめでる心を育み、地域社会
に貢献できる事業を、企画立案して下さい」と奉仕
プロジェクト委員会にふられた事から始まりまし
た。インターネットで下関市を検索したら、トルコ
チューリップの植え付けボランティアにヒットし、
市の担当の方に聞けばまだ募集中という事なので申
し込みをかけました。
　当初は、穴を掘って植えるだけと、たかをくくっ
ていましたが、傾斜の中、土は固いし穴を掘るだけ
でも、中腰で足に負担がかかり、小雨の中厳しい作
業でありました。
　そうした中花見の時期になり、昨年4月に国民宿
舎海峡ビューで花見例会を開催しました。
　関門海峡と関門大橋のシチュエーションの中、桜
とチューリップの花の開花の状景をパワーポイント
でスライド上映した時、あまりの美しさに感動し、植
え付けの苦労がいっぺんにふき飛んでしまいました。
　当然これを見て、今年度会長と継続委員長の提案
で今年度も継続事業と取決め、平成25年10月26日

に、前年度しんどかったので、数は力と会員・家族・
米山奨学生とその友人総勢23名で植え付けのボラ
ンティアに参加しました。
　年が明け、平成26年4月5日に源平荘で花見例会を、
開催しました。
　当日はあいにくの雨で、現地での花見はかないま
せんでしたが、広報委員による、途中の経過から開
花までの写真をパネルに作成してもらい、例会場で
展示し会員の目を楽しませてくれました。
　前年度もそうですが、実際現地の上から見ますと、
桜のピンク、チューリップの白・赤・黄・紫、海の
青さ空の青さと雲の白さ、本当にこれこそ絶景です。
　球根の段階から植え付けをし達成感というか充実
感は、はんぱないものがあり、胸が熱くなります。
こういう感動を子供達に与えていく事が、我々大人
の使命だと思わずにはいられません。
　この事業も今年で2年目になりますが、次年度も
継続する事が決定しました。
　この事業については、お金はかかりません。体一
つもって球根を植えるだけです。そして開花時の充
実感を知らない人に教えてあげたいのです。心が満
たされていく気持ちをあじわってほしいのです。
　そういう奉仕の気持ちをもって、下関中央RCの
継続事業は続いていきます。

火の山公園トルコチューリップ植え付け
継続事業について 川崎 啓司
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　保護シートがはがれ始めていた案内板を補修。

　早いもので髙木年度もゴールが見えてきましたが、昨年
の矢田部年度から我が中央RCの奉仕活動が変わってきた
と思います。
　以前から市内の清掃活動や子供たちとの交流行事はあり
ましたが、これまで以上に、体を動かしたり、市民と共に
汗を掻いたり、そんな活動が多くなってきたと思います。
　大平学園の芝刈り、夏祭りのお手伝い、なかべ学院の花
壇作り、火の山の球根植え等々、今年は事後の爽快感が味
わえる体験を沢山させていただきました。
　施設の子供たちや市民のためというより、私自身が気持
ち良く満足感を味わうことができました。来年度以降も継
続する活動もあれば、他団体におまかせする活動も出てく
るかと思いますが、積極的に参加しようと思います。
　変革の時代、世の中の変化に合わせて企業が変わらなけ
ればならないのと同じように、100年を超える歴史あるロー
タリークラブにも変革が求められ、「未来の夢計画」はより
効果的な活動を展開して行くための自己改革の一つだと思
います。魅力ある下関中央RCであるためにこれからも変
わり続けなければならないと思います。
　最後になりましたが、髙木会長・坂田幹事をはじめ役員、
理事、会員の皆々様そして事務局の溝口さんに心より感謝
申し上げます。
　感動の一年を今年もありがとうございました。

下関中央ロータリークラブ
継続事業委員会運営要綱

1. 事業の目的 継続的な奉仕活動を行う事により、
 会員の奉仕の理想を追求し合わせて
 会員相互の親睦を深める。

2. 委員会の構成 委員長（直前会長）、副委員長
 （会長エレクト）、4大奉仕委員長
 （職業・社会・新世代・国際）で構成する。

3. 事業の継続 活動の状況に応じ、延長する事が出来るが、
 事前に理事会の承認を得る事する。
 事業の活動は3年間を目安にして行う。

4. 事業の推進 委員会の活動方針と計画に沿った、
 具体的な活動計画を委員会が作成し、
 推進する。

5. 予算 前年度のニコニコ収入額の20％程度を
 目安とする。
 活動計画書の中に収支予算書も作成し、
 理事会に承認を得る事とする。

6. 事業活動の記録 ・設置物にはロゴタイプを入れる事。
 ・ロゴタイプは、下関中央ロータリークラブ・
  設置日を記入し色彩はスカイブルーとし、
  書体は楷書とする。
 ・年度末に年度の活動とその結果を記録し、
  次年度の委員長に引き継ぐ事とする。

7.  2005年 10月21日に施行

　2006年（平成18年）6月23日、深坂自然の森に「竜王山
案内板」が設置されました。2012年、私が会長年度の時、案
内板の表面の保護シートがはがれ始めているとの情報が関
係者から伝えられました。その後、矢田部会長年度の時、
補修可能なのか新規に作製する方が良いかが検討され、本
年度、継続委員長（矢田部前会長）が新規に作製すること
を決定し、この度設置されました。

2012年10月3日撮影 2014年6月20日撮影　補修完了

継続事業

竜王山の案内板の補修

一年を振り返って
三宅 浩史ロータリー財団委員会 委員長

竜王山案内板について 三宅 浩史
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　この度、下関中央ローターリークラブに入会させ
て頂きました、㈱大伸運輸の沖野です。
　私は、下関・福岡を基盤として全国に、冷凍・生
鮮食品輸送の仕事をしています。
　輸送と言うのは、ただ運ぶだけでは無く、各商品
の品温度や形態の一番良い状態を考えて小口から
チャーター便まで対応、日々、変化している状況に
精進しています。
　入会のきっかけは、たまたま髙木会長と、謀代議士
の後援会が同じで、この会に入会を進められました。
　親戚の鷹野会員の後押しもあり、この連携プレー
に完敗して、入会しました。
　私は文章能力も乏しく、また人前で発表するのが
大の苦手です。こんな私が良く会社の社長で事業継
続出来ているのが不思議な位です。二代目だから、
いわゆる線路に乗せられたと自分では、思っていま
すが、こんな私が、社会的にも歴史ある著名なクラ
ブに入会させて貰えて良いのかと、今でも考えさせ
られます。
　昨年9月より、あっと言う間に25年期が終わろうと
しています。何も出来て無い自分がとても不外です。
　社会貢献・ボランティアは、口では簡単に言えます
が、少しでも貢献出来る様に頑張りたいと思います。
　この様な私ですが、これから諸先輩会員、皆様の
お荷物、ご迷惑に成らない様に頑張って行く所在な
ので、此れからのご指導、ご鞭撻の程を、宜しくお
願い致します。

　この度、入会させていただきました弁理士の今中
崇之と申します。北九州の大手ロボットメーカー在
籍中に4年ほどかけて弁理士資格を取得し、特許事
務所勤務を経て、昨年、「いまなか国際知的財産事務
所」を設立いたしました。
　弁理士という職業は余り知られていないので、便
利屋さんや弁護士さんとよく間違われます。簡単に
ご紹介させていただきますと、弁理士は特許・商標・
意匠・著作権等の知的財産の専門家です。しかし私
は、弁理士の仕事は、知的財産を活用して企業の経
営戦略（特に差別化戦略）を後押しする仕事と捉え
ています。
　この度は、川村様、田村様、及び髙木様にお誘い
いただき、入会させていただきました。当初は、独
立したばかりである上に、「ロータリークラブは敷
居が高い」という思いが強く、お断りさせて頂いて
おりました。ところがある日、妻から「今日川村さ
んが職場までいらして熱心に勧誘いただいたわよ。
一度入会してみたらどう?」と言われたことをきっ
かけに、せっかく独立したのだからサラリーマンで
はできないことをやろう、入会せずにお断りするの
ではなく、一度入会してからその後どうするか判断
しよう、と考えを改めた次第です。
　すでに数回、例会に参加させていただきましたが、
下関中央ロータリークラブの会員は皆様気さくな方
ばかりで、非常にアットホームなクラブであると感
じております。
　最後にお願いですが、弁理士（士業）がいわゆる
先生業と言われることから、「今中先生」と呼んでい
ただくことがあります。しかし、経営者という立場
からは皆様方の方が私の先生になります。どうぞ

「先生」なしで呼んでいただければ幸いです。

新入会員紹介

下関中央ロータリークラブに入会して
今中 崇之沖野 雅昭
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「今の教育に必要なもの
～現場から見た教育論と実践～」

2013年 7月26日（金）

「坂本龍馬の営業手法」

下関市立長府博物館 館長
古城　春樹 様

2014年 1月24日（金）

「私が歩んできた教員生活」

「心を開く上手な聞き方・
心に届く話し方」 「私にとっての下関市、山口県」

「日本人と魚」

桜山小学校 教頭
大谷　昌之 様

2013年 8月2日（金）

「下関とNHK大河ドラマ」

（株）みなと山口合同新聞社 特別編集員
佐々木　正一 様

2014年 1月31日（金）

「オレンジリボンたすきリレー
in下関2013について」

「オレンジリボンたすきリレー
in下関2013について」

下関市福祉部 こども家庭課 相談支援係
阿部　雅代 様

2013年 9月6日（金）

「人生、負け勝ち」

元全日本女子バレーボールチーム監督
柳本　晶一 様

2014年 2月5日（水）

こども家庭支援センター 紙風船 センター長
秋枝　研二 様

2013年 9月6日（金）

「財務の盲点･チェックポイント」

日銀OB
古江　和雄 様

2014年 3月14日（金）

（独）水産大学校 理事長
鷲尾　圭司 様

2013年 9月13日（金）

「税の役割と税務署の仕事」

下関税務署 署長
稲田　幹雄 様

「税の役割と税務署の仕事」

「禁煙について」

おくぞの耳鼻科田中町クリニック 院長
奥園　達也 様

2013年 9月20日（金）

「亀山歳時記」

亀山八幡宮 宮司
竹中　恒彦 様

2014年 4月25日（金）

「あなたのゴルフを有意義にするために」

（株）バーディバーディ 代表取締役
玉置　美秀 様

2013年 11月1日（金）

「最近の中国における経済事情」

山口銀行 国際部 副部長
兼重　清史 様

2014年 5月16日（金）

「中国と日本の絆－思い出、謝礼」

米山奨学生
曲　正 様

2013年 11月22日（金）

「中国はどんな国なのか」

山口銀行 国際部 主任
曹　超芳 様

2014年 5月16日（金）

下関親業の会｢ともそだち」 主宰
津田　紘子 様

2013年 12月6日（金）

日本銀行 下関支店 支店長
鈴木　純一 様

2014年 5月23日（金）

古川　薫 様

「武道初心集について」

2014年 1月17日（金）2013‒14年度
2013年 7月～ 2014年 6月まで

玄洋中学校 教頭
三好　祐司 様

外部卓話
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2013-14年度　思い出のアルバム

地区大会

創立記念・新竹東南RC 例会

2013年 10月6日

2013年 11月30日
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新春家族例会

合同夜間例会

花見例会

2014年 1月10日

2014年 3月20日

2014年 4月5日



─  19  ─

職場例会

新旧引き継ぎ夜間例会

台湾会長交代式・17周年記念式典

2014年 5月10日

2014年 6月27日

2014年 6月13日
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この一年、奉仕活動に始まり継続事業でおわりました。
下関中央ロータリークラブらしく若々しく･真面目に
取り組んだ一年です。
この一年の記憶を記録しました。
広報とは、まずは記録する事から始まるのかと？

要田　二三子

編集後記




