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2014-15 年度 活動方針
　私は、14-15年度RI会長、2710地区のガバナーのテーマ、方針を受け
て、次のような基本方針で、14年-15年の活動をしたいと思いますので、
よろしくお願い申し上げます。

基本方針
（1）会員の輝かしいロータリーライフの実践を、会員間で学び合う！
（2）会員それぞれの職業奉仕の実践内容を、会員間で相互に学び合う！

基本方針の理由について
　私自身、なんのために、ロータリーに所属しているのか、所属理由、
やめない理由、継続する理由など、あまり考えることなく、極めて消
極的な精神状態から、所属しておりました。そのような精神状態に至
るのは、ロータリーの認識の無さに尽きると思います。
　そこで、180度、認識、信条の転換を目指し、基本方針の実践を目指
していくことで、なんとか、この1年を乗り越えたいと思う次第です。
　直前会長は、前年度において、「ロータリーの第一標語である「超我
の奉仕」を実践すべく、奉仕活動に取り組む考えです。自己研鑽と自
助努力を惜しまず、会員全員が充実した体験が出来、有意義な年度と
なるよう新しい奉仕活動に挑戦するとともに、皆様と一緒に活動して
まいりたいと考えております。」と方針を掲げられ、大変充実した活動
をされました。
　私も、及ばずながら努力いたしますのでよろしくお願いいたします。

会長の眼   撮影：若松会長

ロータリーに輝きを
2014-2015年度 国際ロータリーのテーマ
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　1年間、会員の皆様、事務局
の溝口さんには、大変お世話
になりました。
　最初は、どうなるのか、不安
ばかりの日々で、戸惑い、暗中
模索でしたが、前田幹事の適

切なアドバイスや、廣田さんにお願いしての毎回
の勉強会（質問に対する回答など、アドバイス）
を経るごとに、なんとか、円滑に進められるよう
になりました。

　チューリップの球根植え、中部少年学院での
花壇作り、下関太平学園での夏祭りのお手伝い、
ロータリーデイなどの奉仕活動では、若手、中堅
の皆様の大活躍に助けられました。

　皆様のご活躍と、ご協力があって、はじめて
ロータリーライフ活動が大きな意義を持つこと
を認識させられた1年でした。

　また、会長になり、初めて経験したことですが、
会長はさまざまな団体の会合に参加する機会を
得られるので、そこで、いろんな人たちと会い、
交流を進めることができ、とても有意義な1年で
した。

　皆様、有難うございました。深く御礼申し上げ
ます。

　人の一生は永くも短くもあ
るように、ロータリーでのこ
の1年、時間の長さが、意識で
きぬままの刻でした。
　終わって振り返り想うに、
新たな実感を認識した実りあ

る1年でした。
　一つはロータリークラブの存在の意義。もう
一つはそれに集うメンバーの倫理性の高さです。
一つ目は、メンバーそれぞれが自覚されてますの
で省きます。人としての倫理観。これはいかな
る社会･時代において必要であることは勿論、組
織でも同じであります。
　これを私はこの1年の間、色々な行事や会議に
於いて、心静かに、暖かく、ほのぼのとした情感
で、その人達の御人柄を感じました。
　私が様々な状況で多種多様の失敗を静なる時
は、黙してさりげなく正し、動なる時は、真剣に
私を諭して下さった。さすが中小企業ではある
けれど、社員の幸福を常に意識している経営者＝
ロータリーメンバーは、他とは違うことを示して
いただきました。この1年有難うございました。
又、メンバーであることの幸せ感をさらに感じて
いるこのごろです。

任期を振り返って

任期を振り返って 1年を振り返って

若松 敏幸 前田 周作下関中央RC 会長 下関中央RC 幹事
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　今年度は、会長エレクトとういうことで、次年度へ向けての
勉強の一年でした。
　3回のRLI参加、同じ立場の人達とロータリーについて考え
る、また意見交換する。来年への不安のあるこの時期に、いい
企画と思いました。自分の認識不足もわかりましたし、同じ悩
みを持つ人がこんなにたくさんいる事にも少し安心出来ました。
　広島での地区協議会では、毎年のように行われている、会終
了後の帰りの宴会？難しい話を長く聞いた後での解放感も手
伝ってか、いつもよりお酒もすすむようですし、こういった時
に聞ける皆さんの本音の話が楽しく、また、次年度の自分への
課題になったり、精神的な支えになったりで、貴重な時間だと
思いました。
　先日参加した台湾での新竹東南RCの交代式他の旅行。いつ
もながらの会員及び会員ご家族の和気あいあいの雰囲気で3日
間があっという間でした。
　歴代会長のような素晴らしい指導力はありませんが、今まで
受け継がれてきた、思いやりのある暖かい雰囲気を大事にし、
皆様と意見を交わしながら楽しく有意義なロータリーライフ
を送って頂けるよう、努力してまいりたいと思います。　
　若松会長、前田幹事、お疲れ様でした。

　自クラブの二代目ガバナー補佐を務め終えました。初代廣田
会員のように、すばらしい内容までとはいきませんでしたが、
坂田、小林両補佐幹事の力添えを頂き、会員皆様のご協力のも
と、ぎりぎり及第点の内容で、今はホットした気持ちです。
　ガバナー公式訪問の段取り、IM･ロータリーデーの開催と、
何もわからない所からの出発であり、戸惑いもありましたが、
何とかなるものです。私自身入会してから今迄で、一番ロータ
リーの勉強をしましたし、ウェブの検索も嫌と言うほどしました。
　又地区･グループ1の会員の方と、本当に色々な人のご協力
を頂き、人とのつながりの大切さを身をもって感じましたし、
ロータリーの友愛の精神に助けられました。
　本当に感謝･感謝ありがとうございました。最後に多分25周
年の時に三代目のガバナー補佐が回ってきますが、三宅会員用
意はいいですか？がんばってね！

　初対面の挨拶に「カラスの鳴かない日があっても酒の飲まな
い日のない、365日、400日酒の絶えない川村です。」というのが
常套語で山登りやゴルフでお昼から飲むこともあるので元気
印をやや誇示するきらいのあった私、今年は思わぬ不覚をとっ
た。「4月1日から30日まで心臓のバイパス手術で市民病院、5
月1日から6月11日まで40日間リハビリテーション病院で体

力回復に努め6月12日に手術のお礼に市民病院にいきますと、
ドクター曰く「カワムラさん、ヘモグロビンの数値が異常に低
い、血液サラサラの薬バッファリンのせいで内出血している可
能性があります、入院して再検査してください」との指示あり、
その日のうちに入院7日間の断食検査の結果、腹部のガンを発
見、「早期発見で転移もしていないので早く処置をしましょう」
と言われ結局、この4 ヶ月足らずの間に胸部の大手術と腹部の
ガンの摘出という異常な体験をすることになりました。災害
は忘れたころにやってくる、禍福はあざなえる縄のごとしの言
葉が身につまされる病院生活でした。
　生まれて初めての入院生活で寿命の限界を悟った私、他人に
対する思いやり、自分が言語障害、歩行困難などの血管障害に
よる余病を併発しなかったことに感謝の念を持ってすごせる
ようになったことは、思いがけない闘病生活の収穫でした。

　会員組織委員会（CLP導入前の会員選考･増強委員会･職業
分類委員会･ロータリー情報委員会が統合したもの）の理事と
しては、反省する年でした。
　まずは、ロータリー情報に関しては、毎例会でのテキストを
利用しての3分間情報提供（歴代ガバナーより誉め言葉を貰う）
年3 〜 4回程度の情報集会を企画し、委員と共にロータリーの
理念の啓蒙に努めました。
　一年間経って、ロータリーの事が昨年よりも少し理解しても
らえたら嬉しく思います。
　又、一番大切な奉仕活動である新会員の発掘を行ない会員を
大幅に増やすことが出来なく（新会員3名）残念で申し訳なく
思っています。
　昔から会員増強については、“質か量か?”との問いかけが、
延々と続いています。
　この迷題については、最後はロータリアン各自の考え方にま
かされています。
　我がクラブの理事会に於いても、いつも討論されています。
私も個人的には最終結論として、｢良い人が沢山入会してくれ
れば、嬉しいな！｣の気持ちでおります。
　我がクラブの会員は、優れた個性を持ち申し分のない人たち
です。未来のロータリー活動に積極的に取り組み、立派に成果
を上げ得る、必要不可欠で掛け替えのない会員です。
　ロータリアンとしての資質を充分に持っていると私は思っ
ております。
　次年度は、すばらしい多くの新入会員が増える事を期待して
おります。

　活動方針、活動計画に沿って行事を遂行しました。初めての
役職で諸先輩や皆様方の協力を頂きながら順調に流れていま
したが、すぐに行き詰まってしまい、委員長を始め各委員の皆
様方の協力で何とか1年を終えることができそうです。自分と

風の広場

任期を振り返って

任期を振り返って

任期を振り返って

任期を振り返って

1年を振り返って　我が闘病記

山下 英行

廣田 千知郎

喜志永 佳和

川崎 啓司

川村 捷哉

会長エレクト

会員組織委員会
統括理事

クラブ管理運営委員会
統括理事

ガバナー補佐

SAA
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しては特に親睦活動に重点をおいて取り組んでまいりました
が、いささか後半はエンスト気味になり、皆様にご迷惑、ご心
配をお掛けしましたこと誠に申し訳なく思っております。
　反省としましては、台湾新竹東南扶輪社のメンバーに沢山参
加していただいた創立記念例会の食事の件、そして様々な行事
の日程等早めに立てたつもりでしたが、理事会への提出が遅
れ、会員の皆様にお知らせするのが遅れた事等です。
　まだ台湾新竹東南扶輪社創立18周年記念式典への出席訪問、
新旧引継ぎ家族例会が残っておりますが、最後まで一生懸命勤
めさせて頂きますのでどうぞよろしくお願いいたします。山
下（雅）委員長、委員の皆様、１年間本当にお疲れでした。

　一年があっという間にたちました。気力と体力が結びつか
ず、抜けの多い理事でした。
　周りの方々にご迷惑をかけて助けられた一年でした。
　公私混同の話になりますが、新年度を過ぎた頃から娘の遠方
での結婚の諸々に追われ、仕事の忙しい時期と重なって目の前
のことをこなすだけで精一杯という毎日。父親役と母親役を
両方こなすようになってから、裸足で走り続けたような三十数
年間でしたが、さすがに、くたびれた気持ちになりました。
　火の山のチューリップの植え付けの時はピークで、めまいと
じんま疹で斜面にたっての作業が不安でした。肉体作業は勿
論その他諸々を委員長の佐々木さん、若い方、会長エレクトな
どに助けられて、何とか一年を過ごすことができました。本当
にありがとうございます。
　またIMやロータリーデーの諸役も配慮して頂いて本当に助
かりました。
　奉仕プロジェクトの活動は、巾が広く、奥が深く、人数分だ
け違う考えが交錯するプロジェクトです。真面目に考えれば
きりがなく、素直に受け止めればそれで又良いというもので、
疑問に思ったり肯定したりの一年間でもありました。
　次年度は、三宅会員と小林会員が理事、委員長ですので、確
実にきちんとした活動をされることと思います。盤石の布陣
の山下年度に期待して……。

○活動方針
国際ロータリーにおける、ロータリー財団の使命及び財団プ
ログラムを広く認識してもらうことにより財団並びに米山
奨学基金への寄付に対する会員の理解を深め寄付を奨励し
やすい環境作りに努める。

①年次寄付（一人 150ドル）
②特別寄付･恒久寄付の実現化
③米山記念奨学会　一人 15,000円目標
○本年度ロータリー財団の統括理事として活動するにあたっ

て、畑委員長とコンビで、会員の皆様のご協力をいただきま
して、無事目標をクリアすることが出来ました。

　又、新竹東南ロータリークラブの会長交代式には、夫婦とも
どもお世話になり、有難うございました。

　今年度は、直前会長ということで継続委員会を担当いたしま
した。
　この委員会で担当している「こども110番の家」幟の寄贈・
関門医療センターへ本の寄贈・火の山公園トルコチューリップ
植付けボランティア事業を、十分とは言えませんが予定通り行
うことができ、ホッといたしております。
　現在の当クラブ会員数から考えると、奉仕活動だけをとって
も、質・量ともに多いと感じます。更に、積極的に参加される
方と興味の薄い方がおり、会員にかかる負担にかなりの個人差
があるように感じます。この1点から考えても、一人当たりの
負担を軽くするためにも、会員の増強が急務であると考えます。
　どんな組織でも最後は人財です。多くのより良い会員を、当
クラブに入会していただけるよう積極的に活動いたしましょう。
　若松会長・前田幹事、本当にお疲れさまでした。長かったよ
うな、短かったような1年だったと思いますが、記憶に残る1
年だったと思います。
　次年度は、肩の荷がおりリラックスして参加出来ると思いま
すので、ロータリーライフを楽しみましょう。

　今年の奉仕で心に残った活動は数々ありました。
　その中でも準備等を、各会員で分け合い参加したロータリー
デーが、深い達成感とともに印象深く心に残っています。
　計画を立てる時から、「川崎ガバナー補佐の熱い思い」を受け
取り、様々な準備を整えました。
　下関商工会議所青年部・下関青年会議所・各ロータリークラ
ブとの初めての連携でした。忙しい時期にも関わらず快く協
力していただきました。そのお蔭で、ボリューム感のあるロー
タリーデーとなりました。
　演奏・平家踊り・タイガーフークショーの出演者への依頼等・
バザー・募金活動など全会員が役割分担をし、粛々と準備を整
えました。
　前日設営は、会場清掃から始まりました。空調もきかず暑い
中での作業でしたが、気持ち良い汗を流しました。
　ロータリー活動をお知らせするパネル展示は、目線に合わせ
た、手作りの素晴らしいものでした。
　バザー準備も商品集めから工夫をされ、当日は大変賑わい、
展示会場への誘導となりました。
　当日は、会員ご家族の方々より快い協力もあり、心地よい雰
囲気の中で運営ができました。
　演目も天候が味方となり、順調に進みました。
　フリーパーズ演奏では、どこからか人が集まり賑わい、平家
踊りやタイガーフークの演目では、子供たちも大喜びでした。
　ポリオ撲滅・東日本大震災への募金活動も熱心に行われました。

1年を振り返って

一年を振り返って

任期を振り返って

任期を振り返って

髙木 道之

田中 富士子

秋成 宇多子

日高 常晴

直前会長

副幹事

奉仕プロジェクト委員会
統括理事

ロータリー財団委員会
統括理事
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　暑い中を愛らしい着ぐるみ姿で、会場を歩き多くの方にア
ピールをしました。
　様々な準備協力体制でロータリーの活動をお知らせできま
した。
　汗だくの活動でした。
　最後は、下関観光キャンペーンのイルミネーション点灯式と
花火で、華やかな締めくくりとなりました。
　下関中央ロータリークラブ一丸となって開催したロータ
リーデーが、今季一番心に残りました。ご家族のご協力に心よ
り感謝いたします。

　まずもって、新風の原稿が遅くなったことお詫びします。気
を取り直してスタートです。
　今年度も、若松会長の元、例会、奉仕活動、新竹東南RC交代
式参加と楽しい時間をすごすことができました。
　今年初めて参加した、火の山公園トルコチューリップ植え付
けボランティア。姪たちと一緒にたくさん汗をかき、筋肉が固
く固くなって大きい体が一瞬小さくなった貴重な時間でした。
若松会長のお誘いで留学生の方も参加されており感動しまし
た。市の行事ですが、下関中央RCの活動の一環として、毎年
参加することで少しでも広報につながるといいですね。
　久しぶりに新竹東南RC交代式に参加しました。ホアン国際
ロータリー会長が出席されての交代式、新しいクラブが誕生す
る瞬間となかなか出来ることでない経験をさせていただきま
した。その会場においても若松会長のお人柄で大変な歓迎を
うけておられました。
　とても楽しく素晴らしい時間でした。
　若松会長と奥様の笑顔が印象的な一年でした。
　会員組織委員長をさせていただき、役にたつことができませ
んでしたが、勉強することが出来、若松会長・前田幹事・廣田
統括理事ありがとうございました。

　川崎ガバナー補佐の幹事を坂田幹事と共にさせていただく
ご縁をいただきありがとうございました。まず、ガバナー補佐
訪問の随行に始まり、IM開催で終わる予定が、ロータリーデー
の開催と一年間みっちり行事があった気がします。
　人前で話すことが好きでなく、挨拶も苦手で、他クラブの例
会に出席することは無いと思っていた私でしたが、初めて他ク
ラブを訪問しました。各クラブ雰囲気が違い緊張しましたが、
良い経験でした。
　IM開催に関して、私の役割は、資料作りが主でした。8月に
波佐間先生への卓話のお願い、10月に第1回実行委員会開催の
資料、内部卓話の資料、予算書作成、当日の分担表等の作成と
微力ながらお手伝いさせていただきました。IM会場が暑すぎ
て大変だったのが思い出されます。私的には、当日来賓室の和
菓子を買い忘れてしまったことでしょうか。余興の方たちへ

のお弁当等、田中会員本当にありがとうございました。私一人
では、決めることができなかったと思います。会員一丸となっ
てやりとげることができたという感想です。
　ロータリーデーは、川崎ガバナー補佐はじめ、実行委員皆様
の行動力で開催にこぎつけることが出来、会員皆様の協力でや
りとげられたと思います。JCとYEGさんが急な依頼にも関わ
らず協力していただけたこと本当に良かったですね。将来の
会員増強にきっとつながると思います。
　川崎ガバナー補佐大変お疲れさまでした。気をつかって金
をつかってていう感じでしょうか。誰もが川崎ガバナー補佐
の行動力に驚かされ、指導力に引っ張られたことでしょう。
　健康に留意され、ますますのご活躍を期待しています。

　平成24年8月に入会し、若松会長年度は、クラブ管理運営委
員長と、ロータリーデー実行委員長を拝命いたしました。
　クラブにも少し慣れて廻りを少し見ながら、又、諸先輩方の
ご意見もお聞きしながら無事に終えたことをうれしく思います。
　中央ロータリークラブ初の試み“ロータリーデー”におきま
しては、実行委員を初め全会員、JC、YEG、皆様のお力添えの
おかげで、事故･ケガ等も無く終えられたことは、心より感謝
致します。
　後になると、色々と反省点も見えてきて次回の開催時には、
より良いロータリーデーを、お手伝い出来たらと想います。
　これからも自分が協力出来ることは、時間の許す限りお手伝
いさせて頂こうと思います。
　今後とも色々な事にチャレンジして、皆様のお手伝いが、出
来るだけ多く出来たらと思います。
　次年度よりプログラム委員長、次々年度は幹事と大役を仰せ
つかっています。
　更なる会員皆様の叱咤激励。
　よろしくお願い致します。

　今年も１年がめまぐるしく過ぎ去りました。各会長、幹事、
役員の皆様方本当にお疲れ様でした。
　あっという間の1年でしたが、大変印象深い１年でもありま
した。
　奉仕プロジェクト委員会による数々の奉仕活動も皆様の多
大なご協力により無事終了する事が出来ました。
　かなりきつい思いをさせた事に対しては本当に申し訳なく
反省しています。しかし皆様とも事業に取り組む中でいろい
ろなお話を聞かせて頂き、個々の思想、信条を僅かながら理解
させて頂く事が出来、本当に勉強させて頂きました。
　この事は将来に渡り私の財産となるでしょうし行動規範に
なる事と思います。1年間本当にありがとう御座いました。
　次年度はクラブ管理運営理事として活動させていただきます。
　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

風の広場

ガバナー補佐幹事の一年
小林 智亜紀

若松年度の思い出
小林 智亜紀会員組織委員会

委員長 1年を振り返って

1年を振り返って

山下 雅之

佐々木 博昭

クラブ管理運営委員会
委員長

奉仕プロジェクト委員会
委員長
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が微力ながら精一杯頑張りますのでご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。

　若松会長･前田幹事、この一年間大変お世話になり有難うご
ざいました。また大変お疲れ様でした。私も地区国際担当委
員として活動致しましたが、クラブでの例会･夜間例会･家族
例会等、大変有意義で楽しいクラブライフを送ることが出来ま
した。これも会長･幹事･SAA、はじめ会員皆様のお陰と感謝
致しております。
　また、ロータリーデー等新たな活動に、挑戦され実り多い年
であったことと思います。
　来年･再来年と下関中央ロータリークラブが仲良く発展する
事を願います。
　一年間有難うございました。

　月日が経つのが早く感じる今日この頃ですが、ロータリーに
おいても、今年はゆっくりと思っていたのですが二度目の川崎
ガバナー補佐の幹事として活動してまいりました。
　役に立ったかはわかりませんが忙しかった様に思いますが
当クラブにおいても若い世代の活発な行動には驚くしだいです。
　何かの目標にクラブ全員が協力できる体制こそ、活性化に繋
がる一年ではなかったかなと思います。
　家庭内では去年の八月に長男に女の子が誕生し私も爺さん
になりましたが皆がよく言う孫はかわいいは本当ですね。来
年度はSAAとして頑張りますので会員のご支援ご協力よろし
くお願いいたします。

　今年度は、我がクラブに取りましても私にとりましてもIM
と言う大きな行事がございました。
　その行事（IM）の実行委員長を川崎ガバナー補佐より任命さ
れました。（半強制的に、、、）
　6年前は初代廣田会長がガバナー補佐をされ、坂田会員と私
が随行幹事で、実行委員長は、今は退会された村田さんでした。
　村田さんは能力が高く実行委員長としての素晴らしい采配
をされました。その大役を私のような不器用な者がするのは
大変な苦痛以外何物でもございませんでした。最終的にはお
引き受けさせて頂いたのですが、私なりに何が大切かを考えて
みました。
　まず1点目は各クラブを廻って全員登録と全員参加をして頂
く事。
　2点目は自クラブ（中央ロータリークラブ）の皆さんの知恵
と力を借りて成功させる事。

　3点目は1部式典、勉強会の充実川崎ガバナーの思いをしっ
かり盛り込んだ内容にする。
　以上の事に心掛けました。

　2部の懇親会は1部の疲れを取る事、食事と余興。

　食事は試食会を実行委のメンバーと女性会員で行いシーモー
ルパレスさんと折衝を行い、お願いも致しました。
　余興は梅光学院大学のよさこいダンス部（ルーキー）の皆さ
んによる、よさこい踊りを踊って頂きました。

　結果的に川崎ガバナーを中心にIMは無事終了することが出
来ました。これも偏に、実行委員をはじめ各担当者それに全会
員の皆様の努力の結果であったと思います。
　その節は皆様本当にありがとうございました。

　2012年8月の入会から気が付けば3年の月日が流れました。
矢田部年度、髙木年度、若松年度の3年間を経験しましたが、
RC活動に関しては一向にスキルアップすることなく、いまだ
にオロオロしている私であります。
　そんな私にも、昨年度は大変ありがたいことに大役を仰せつ
かり貴重な体験をすることができました。2月当クラブ引受と
なりましたIMでは第1部進行役を命ぜられ、異常なまでのプ
レッシャーの中、どうにか滞りなく終了できたことは記憶に新
しいところであります。また5月、新しい試みとして開催され
ましたロータリーデーでは芸能演出部門の責任者を任され、今
回ご出演いただいた方との人脈が築かれたことは今後の財産
となりました。過去2年間はこれといってクラブに貢献したと
思えるような活動はなく、どこか後ろめいた気持ちがありまし
たが、この1年は少しだけ貢献できたことをうれしく思ってお
ります。
　4年目のシーズンにあたる山下年度はロータリー財団委員長
を拝命いたしました。まだまだ勉強不足で何もわかっており
ませんが、昨年以上に貢献できるよう更なる研鑽を積みたいと
思います。
　今後とも変わらぬご指導御鞭撻を申し上げ3年目の反省文と
いたします。

一年を振り返って
畑 敏治ロータリー財団委員会

委員長

一年を振り返って

RC3年目の活動を振り返って

坂田 安章

内田 賢太郎

任期をふり返って
矢田部 宏
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　今回は前奉仕プロジェクトにより寄贈されたなかべ学院
の花壇の土質改良を目的に行いました。
　現在は90％がほぼ真砂土のため排水性や通気性が良い
代わりに、保水性や保肥性が悪いので野菜、花などが育ち
にくくそれを補ってやる必要があります。
　そのために粘土やシルトを適度に追加し土質（粒子構造）
を変える必要があります。ただし、単に粘土やシルトを入
れるだけだと、真砂の隙間に細かい土が入り込んで締まっ
てしまい、保水性が良すぎても更に困った事になりかねま
せん。ここで必要なのが、両者をつなぐ役割をする堆肥で
す。適度な隙間をつくりつつ、含まれる腐植が砂とシルト
や粘土を適度に結び付けます。堆肥の中でも植物質を主体
にしたバーク堆肥や腐葉土が適任ですが、植物質を多く含
む牛糞堆肥でも良いと思います。

　今回はこのすべてを根本的に改良する事としました。
　まず花壇の表層30cmの真砂を取り除き底部分に牛ふん
堆肥、バーク堆肥40Ｌ／袋を10袋混ぜ込んだものを敷き
込みます。
　つぎに粘土、シルト源として今回は早期に植え込み出来
る様に培養土25Ｌ／袋を45体ほど取り除いた真砂2：培養
土8の割合で混ぜ込んで表層まで埋め戻しました。
　あとは追い肥を適度に行い土と肥料がなじむまで1週間
置くこととしました。
　人海戦術で行いましたので参加頂いた皆様、本当にたい
へんお疲れ様でした。
　1週間後野菜、花などを院の子供達と植え込みを行い今
回のプロジェクトは終了となりました。
　しばらくの間は植え込んだものが良く育つことと思います。
　なお、堆肥の投入は1回だけではなく何回か続けたほう
が良いと思います。投入した堆肥は土壌微生物に分解され
てなくなってゆくからです。その過程で土壌改良が進むの
で、適量を継続的に補給することが大切です。

奉仕プロジェクト

なかべ学院の花壇の
土壌改良について
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　髙木会長年度より始まりましたオレンジリボン活動が今
年で2年目になります。初年度はたいへんお疲れ様でした。
　私は1回目より参加させていただいていますが今年度は
実行委員の中の一人として参加し2度の実行委員会にて打
ち合わせを重ねオレンジリボンたすきリレーの実施となり
ました。
　昨年と違う所は会場施設の使用関係の問題で時間を一時
間以上短縮する事が必要になったところでしょうか。
　それによりたすきリレーのコース区間も前年度より少し
短縮されましたが実際の走行速度が速まったようです。
　走者の速度も当初予定は100m ／分の速度で走れば良い
ですとの事でしたが歩くより少し早くらいの速度でと思わ
れて参加頂いたクラブのメンバーの皆様に本当にご迷惑を
掛ける事になって大変申し訳なく思っています。

　実際には普通に本走り（本当にマラソンでした）で次々
に脱落していくメンバーに後ろ髪を引かれる思いでした。
　その中でも広報活動に必要だからとカメラを片手に最後
までついて来て頂いた三宅会員には本当に頭が下がりま
す。その後体調は如何でしたか？
　距離も一番長い区間を走りましたがこれはゴールの一番
目立つ重要な所に下関中央ロータリークラブを分担頂いた
主催者執行部の皆様のご気遣いと思います。
　何も目立たない途中区間を全力疾走しても気力が湧きま
せんからね…
　しかしここにも当クラブのオレンジリボン活動への期待
度が現れているのかもしれませんね。
　これからも長く活動して行く為に今回のようにあまり無
理をすることのないように今年度の実行委員の皆様方には
調整をお願い致します。
　とにかく事故なく無事に終わり本当に安心致しました。
参加頂いた皆様には本当に感謝しています。お疲れ様でした。

オレンジリボンたすきリレー
in下関2014に参加して
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　奉仕プロジェクトで1回、継続事業として2回目の参加。
植え付け作業にもなれ、球根植えの要領も良くなりました。
　天候にも恵まれ、初めて渡蝶（アサギマダラ）を見るこ
とが出来ました。

日　時　平成26年10月25日（土）
参加者　下関中央ロータリー会員･家族21名
　　　　中国留学生５名
天　候　晴れ

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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日時　2014年10月25日 AM8：54
場所　下関みもすそ川町 火の山公園にて

　アサギマダラ（浅葱斑、学名：Parantica sita）は、チョウ目タ
テハチョウ科マダラチョウ亜科に分類されるチョウの1種。翅
の模様が鮮やかな大型のチョウで、長距離を移動する。
　成虫の前翅長は5 〜 6cmほど。翅の内側が白っぽく、黒い翅
脈が走る。この白っぽい部分は厳密には半透明の水色で鱗粉
が少ない。和名にある「浅葱」とは青緑色の古称でこの部分の
色に由来する。翅の外側は前翅は黒、後翅は褐色で、ここにも
半透明水色の斑点が並ぶ。アゲハチョウ科の様に細かく羽ば
たかずにふわふわと飛翔し、また、人をあまり恐れずよく目に
するため人気が高い。夏から秋にかけてはフジバカマ、ヒヨド
リバナ、アザミなどのキク科植物の花に良く集まり、吸密する
姿が見られる。

フリー百科事典「ウィキペディア」

今年で3回目のトルコチューリップの植え付けボランティア。
火の山トルコチューリップ園入口に、蝶蝶がひらひらひらひら
……。
フジバカマの花に群がっています。初めての様な気がします。
この蝶との出会い。
アサギマダラです。

こども110 番の家  ステッカーの寄贈

アサギマダラについて

関門医療センター  本の寄贈
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ロータリーデーのチラシ

　当初は、5RCとJC、YEG7団体で海峡メッセの広場で考
えていたのですが、東RCの岡田前幹事が唐戸の海響館の
イルミネーションの話をされて、それに引っかけて（集客
ができるので）みてはどうかという話しになり、安成さん
が管理されている唐戸の店舗（空屋）も借りる事ができる
という（岡田さんが安成社長さんに打診していただいた。）
話しで、それでは、海響館近くの唐戸桟橋の付近でしよう
という事になりました。
　ロータリーデーの実施は、前年度の国際ロータリーの前
ホァン会長の重点事項の1つであります。地区においても、
会員増強・ロータリーの公共イメージと認知度の向上の為、
金子ガバナーが強く要望されていて、ガバナー補佐として
も、グループ内グループに推奨する手前、しなければなら
ない義務感から、自クラブには負担をかける事になりまし
た。第2回の5RC会長・幹事会に提案させて頂きましたが、
なかなかまとまらず、結局下関中央RC主催で開催となり
ました。

【支出の部】
項　目 予　算 備　考

イベント 160,000 平家太鼓、タイガーフーク、バンド

JC･YEG活動 40,000 わたがし、ポップコーン

光熱費 10,000 建物無料、港湾道路使用無料

モニター設置 20,000 ビデオ上映

机・椅子リース 18,000 長机10・パイプ椅子30

ちらし 80,000 2000枚

掲示パネル 40,000 ロータリー活動

旗 50,000
無料配布物 32,000
看板類 20,000

小　計 470,000
予備費 80,000
合　計 550,000

【収入の部】
項　目 予　算 備　考

ガバナー会計より 350,000
例会振替費 58,000 2000╳29

欠席協力金

合　計 408,000

ロータリーデー

ロータリーデー 開催予算書

ロータリーデー
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思い出のアルバム

地区大会

創立18 周年記念例会・新竹東南RC 歓迎会

2014 年 10月19日

2014 年 11月14日

金子ガバナー公式訪問通常例会 2014 年 9月19日2014 年 8月22日
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職場例会 2014 年 12 月5日

通常例会

新春家族例会

2015 年 1月9日

2015 年 1月16日

市内 5RC 合同例会 2015年 2月4日
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グループ 1 インターシティミーティング

下関東・下関中央RC 合同例会

2015 年 2 月22日

2015 年 3月6日

ふく例会 2015 年 2 月14日

思い出のアルバム
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通常例会家族旅行 2015 年 6月12日2015 年 5月23日

新竹東南扶輪社18 周年記念式典及び会長交代式 2015 年 6月19日



新入会員紹介

外部卓話
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生年月日
入 会 日
職業分類
勤 務 先

「海上自衛隊の現状」

2014年 8月22日（金）
「最近における税関行政及び

貿易動向について」
下関税関支署 支署長

田中　洋一 様

2015年 1月30日（金）

「NPO法人とは（長所と短所、
理想と現実そして明るい未来）」

特定非営利活動法人 コバルトブルー 下関ライフセービングクラブ代表
新名　文博 様

2014年 9月26日（金）

「書に学び、書に親しむ」

書道家
内田　一成 様

2015年 3月20日（金）

「スポーツチームが地域に与える影響」

㈱レノファ山口 取締役GM
石原　正康 様

2014年 11月7日（金）

「心を動かせる日本」

下関市立大学 留学生
謝　愛聡 様

2015年 4月24日（金）

アロマインストラクター アロマセラピスト カラーセラピスト講師
大塚　裕美 様

「ビジネスにアロマテラピーを」

2014年 12月12日（金）2014–15年度
2014年 7月〜 2015年 6月まで

小月教育航空郡司令 一等海佐
林　稔夫 様

1948年 12月21日
2015年  3月20日
内科医
中島クリニック

中
なかしま

島 明
あ き お

雄
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若松年度の決算書“新風VOL.19”。皆様から寄せ
られた原稿と沢山の写真を編集しながら、本年度
は若松会長のお人柄のように、忙しい中にもほの
ぼのとした想い出深い一年だったと感じました。
若い会員と女性会員のパワーのお蔭で、明るく楽
しい雰囲気が我がクラブの特色だと思いますの
で、RIのテーマ「ロータリーに輝きを」のごとく、
これからも中央RCそして会員一人ひとりが益々
輝くことを心より祈念いたします。（三宅 浩史）

編集後記
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