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世界への
プレゼントになろう

2015-2016年度 国際ロータリーのテーマ

　例年と変わった所は、おおまかに振り返ると三つあったと思います。

　一つ目は親睦活動の事。佐々木理事を始め、クラブ管理運営の皆様には、大変ご負担をおかけしてしまいました

が、数多くの夜間例会を開催して頂きました。会員同士の親睦活動としても必要ですが、それよりも、陰で支えて

いる家族の方々は昼間の例会を実際に見る事はありませんので理解をして頂くという面で、多少参加者が減っても

定期的な開催は必要な事ではないかと思いました。

　二つ目は5RCの当番幹事の引き受けです。前回の川崎年度についで5年ぶりになります。来るたびに頭を悩ま

すのが、5RC合同例会の卓話者探しです。参加者が5クラブですので約180名位、卓話時間は1時間、それと一番大

変なのが5クラブで費用を均等割りしますので、僅かな限られた予算で卓話をお願いしなければなりません。この

度は田中幹事のご尽力で黒木安馬さんという素晴らしい方をお招きし大好評で終えられた事、本当に助かりまし

た。また、東京から来られましたので、送迎並びに当日・翌日と会員の皆様にご協力頂き、ありがとうございました。

　三つ目は ｢子供110番｣の事です。9年前から行っている継続事業ですが、いつもは市長室で贈呈式を行ない、山

口新聞に掲載というのが通例でしたが、この度はNHKの夕方のニュースで放映されました。その事でRCとは、まっ

たく関係のない、色々な人から声をかけられました。テレビの影響力の大きさに驚きました。継続は力なりと言い

ますが、継続する事の大切さもこの時、感じました。

　それと、先日の新竹訪問ですが、今年もたくさんの方々に参加して頂きました。その中でも何度も訪問されてい

る方におかれましては、人間関係の大切さを教えて頂いている気がし、頭の下がる思いでいっぱいです。心より感

謝しております。

　最後に皆様に支えていただいたおかげで無事会長職を終える事が出来そうです。

　特に田中幹事、坂田SAAには大変お世話になりました。

　本当にありがとうございました。

今年活動して感じた事

下関中央ロータリークラブ 会長
山下 英行
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任 期を振り返って

　山下会長の活動方針、「ロータリーとは何か？」を自分に問いかけ・会員の皆様に魅力あるクラブにするにはどうすれば良いか・

今より更にクラブを活性化させる為には、どのように心がけていけば良いのかを、自己研鑚と自助努力を惜しまず、皆様と一緒

に議論しながら活動をしていくこと。この方針を守り活動を続ける会長を、補佐するように心がけた一年でしたが、山下会長を

補佐する立場が、往々にして逆となり、沢山の事を会長から学んだ日々でした。

　この年度も、会員の皆様のご協力を仰ぎ、様々な試みができました。卓話も、なかなか体験できないような話・体の事・地震

翌日の慌ただしい時にも関わらずお越しいただき、興味深いイルカの話などに「なるほど」「そんなご苦労が」と引き込まれる

ような思いで聞きました。

　天候に恵まれず、残念ながら「太平学園夏祭り」は開催されませんでしたが、例年の暑い中での草刈り・中部学園の球根の

植え付けなど、皆さんと汗を流した奉仕活動を思い出しました。

　夜間例会の中でも、「第900回記念例会・ほたる家族例会」は、帰り道の見事な蛍の乱舞に、本当に感動しました。

　オレンジリボンたすきリレー・会員ご家族や留学生やローターアクトを交えてのトルコチューリップの植え付けなどでも

気持ちの良い汗を体感しました。

　桜やトルコチューリップを、要田会員のスライドで楽しんだ花見例会など工夫されたいろいろな夜間例会で、ますます会員・

ご家族の交流が深まったと思います。

　また「下関市内5RC合同例会」は、会場選びなどで山下会長が、他クラブに気遣いをされましたが、会員の皆様・関係者のお蔭

で、他クラブから「感動した・良かった」と評価をいただきました。

　昨年11月と今年6月の台湾新竹東南ロータリークラブとの国際交流は、ご家族参加のお蔭でさらに和やかに開催されました。

次年度は、両クラブともに20周年となるので、今年以上の盛り上がりを期待される台湾訪問となりました。

　山下会長年度でさらに会員・ご家族の交流そして協力体制は活発になり、皆様に感謝しております。

　この雰囲気を継続し、次年度和田会長時の「第20周年創立記念例会」を含む「留学生の送り出し・受け入れ」などの重要な事業を、

全会員の素晴らしい英知・素敵な汗・流石の下関中央ロータリークラブの協力体制となるには、「奉仕の心」の重要さを感じます。

　この1年の皆様への感謝を、次年度の「最幸の20周年」につながる様にと努力をしていきます。

　今年度は、私の一番苦手な分野である『会計』に挑戦しています。事務局よりお金の支払い明細のファックスが毎月送ってくる
ので、都度記帳しておりますが、慣れないこともありなかなか苦戦しております。慣れるまでは、もう少し時間がかかりそうです。
　やはり自分は汗を流し、体を動かすほうが向いていると改めて実感しました。今年度はあまり行事に参加できておりませんが、
今後は積極的に参加し、汗を流し、体を動かすよう心がけたいと思っております。

　山下年度の新風作成時期がもう来たのかというのが今の実感です。
　今年はSAAとして有意義な例会になるように努めたつもりですがいかがでしたか。
　山下年度はかなり夜間例会が多く取り入られましたが次年度はどうするのかわかりませんが数を少なくして内容の変化を
変えていくとか各委員会に一回担当してもらいクラブ管理はその手伝いをするとかどうでしょうか？
　当クラブは人員も少ないので例会出席をアップして、人員を増やし全員で盛り上げていきましょう。
　最後に山下会長、田中幹事、会員の皆様大変お疲れ様でした、今後共よろしくお願いします。

山下年度幹事として
幹事　田中 富士子

会計　喜志永 佳和

　SAA/ 副会長　坂田 安章

任期を振り返って

任期を振り返って
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　次年度、下関中央ロータリークラブは創立20周年という節目
の年を迎えます。
　これも諸先輩方並びに会員の皆様、会員のご家族の皆様の献
身的な活動、ご努力、ご協力の賜物と思います。
　新しい年度2016年-2017年は、これまでの良き下関中央ロー
タリークラブの伝統のもと、ロータリーライフを会員及びご家
族全員で楽しみ、またロータリークラブの運動を学びたいと思
います。
　ジョン・ジャームRI会長は「人類に奉仕するロータリー」とい
うテーマを、田原榮一ガバナーは「奉仕の中にこそ幸福（幸せ）
と平和がある」という信条を掲げられています。
　大いに、奉仕を学び、ロータリーライフを楽しめるように、活
動して行けるよう、一所懸命努めて行きたいと思いますので、
皆様のご支援とご協力の程宜しくお願い致します。

　山下会長、1年間、大変、お疲れ様でした。
　会長である時は、ある種、緊張の日々でしたが、会長を終える
と、それが緩み、仕事にどんどん傾斜していきました。それが
良いのかわかりませんが、どこか、ロータリーが遠いところに
あるような感じになりつつある、今日この頃です。
　しかし、この6月に山下会長の年度の仕事として大きなイベ
ントである、台湾新竹東南ロータリー会長交代式に参加しまし
た。それで、またロータリーの良さを実感したところです。

　この委員会の最も重要な役割は、会員の増強だと重々承知し
ていたのですが、実際に担当すると、なかなか容易にできるも
のではないと実感いたしました。

　当クラブメンバーも、会員獲得への意識はお持ちだとは思いま
すが、積極的に入会活動をされている方は少ないと思われます。
　拡大活動の阻害要因の一つとして、会費の高さがネックになっ
ているのではないでしょうか？ 声をかけたくても、金銭的負担
をかけるため躊躇してしまうことも怏怏としてあるのではない
かと思います。次に考えられるのは、毎週昼の例会なので職業
によってはどうしても出席出来ないということもあるでしょう。
この件は、今回のRI規定審議会で例会の回数変更が承認された
ようですが、各クラブで受け取り方や対応はまちまちだと思わ
れるため、現時点では触れないほうが良いと考えています。
　当クラブは、女性会員の入会をいち早く導入しました。これ
により、2710地区グループ1においては女性会員の一番多いク
ラブになっております。
　これを踏まえ今回も、入会阻害要因を軽減するため、他クラ
ブに先駆けて準会員システムを検討し、その構築及び実行を行
うべきではないでしょうか？ 新しい取り組みには、風当たりも
強く、検討しなくてはならない事項が山積みですが、現在の状
況を考慮すると会員増強の一番の打開策だと思われます。
　会員増強は永遠のテーマで、どのクラブも頭を悩ませている
ようです。
　今後も、メンバーで知恵を絞り活気のあるクラブになるよう
頑張りましょう。
　この一年、積極的に活動された山下会長・田中幹事に敬意を
表すと共に心より労い申し上げます。本当にお疲れ様でした。

　今年もあっという間に一年が経ちました。会長、幹事、及び
各役員の皆様方大変お疲れ様でした。
　私自身クラブ管理運営統括理事を務めさせて頂きまして、本
当に一年間良い勉強を致しました。無事に終了することが出来
ました事は委員長並びに各委員のご協力のおかげと感謝してお
ります。
　活動に関しては例年の活動より少し多めでしたが山下会長の
適切な指示により特に困った事はありません。逆に出席率の向
上のために家族例会、夜間例会を活用したいと言われた会長の
趣旨に100％応えられていない事が心残りです。力足らずで本
当に申し訳ありませんでした。他の皆さまが言われる通り、や
はり参加したいという魅力ある例会をどのように考えるかが永
遠の課題という事を身をもって感じました。
　私の任期中に特に困った事は夜間例会等において本当に最後
の最後まで人数が確定出来ない事でした。近くで開催するか、
ビュッフェ形式であれば少しアバウトでも問題は無いと思うの
ですがバス利用、個別料理対応では本当に困りました。ドタキャ
ンが多いのも少し考え物だと思います。皆様お忙しい方々です
ので仕方の無い事かもしれませんがロータリアンとしての責任
という意味ではどうなのか…
　少なからず段取り等、ご協力して頂いたクラブメンバーを含
めた方々の立場を悪くしている事はあると思います。次回協力
しようと思って頂けるかは疑問が残りますし疎遠になっていく

風の広場

次年度に向けて

今年活動して感じた事

今年度を振り返って

山下年度 活動して感じたこと

和田 弘光

佐々木 博昭

若松 敏幸

髙木 道之

会長エレクト

クラブ管理運営委員会 統括理事

直前会長

会員組織委員会 統括理事
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（株）長府製作所での職場例会で締めくくることができて良かっ
たと思っています。
　来年、私たちのクラブは成人式を迎えます。会員皆で盛り上
げ、皆の心に残る一年になるよう私も微力ですが頑張りたいと
思います。
　最後になりましたが、会長・幹事の了解を得ずに事務局の溝
口さんに直接色々とお願いをしてしまいましたことを心よりお
詫び申し上げます。
　今年も笑顔と感動の一年をありがとうございました。謝謝！

　米山記念奨学金は日本のロータリー独自の国際奨学制度であ
ります。
　東京ロータリークラブで国際奉仕の一環として東南アジアか
らの留学生を対象に米山基金として発足し、徐々に全国のロー
タリークラブの支持を受け｢ロータリー米山記念奨学金｣と命名
されたのです。
　月日の経つのは、本当に速いもので我がクラブも創立20周年
を迎えようとしています。
　私が初代会長の時には、理事会での沢山の決定事項を決めて
いく為に、現在のような定例会では、もちろん時間が足らない
ので、公民館やある会社の会議室を借りて午後7時位から午後
12時を過ぎるまで討議を行いました。その決定事項の一つとし
て米山奨学金の普通寄付の金額を、いくらにするのか､ 決定す
る資料として他の多くのクラブの実態を調査しました。
　創立30年位の古いクラブでも年間3,000円位が多かったので、
我がクラブは年間2,000円に決定しました。この金額は、現在も
変わっていません。もうそろそろ増額してもよい頃かと思われ
ます。（もちろん他のクラブの状況を調査して金額は決定され
るべき！）
　特別寄付金については、創立時は30万円寄付して米山功労者
として表彰される制度でした。一度に30万円の寄付を全員にお
願いするのは、とても難しい事でした。
　でも有り難い事に毎年申し出てくれる会員がありました。で
すから創立後数年は、会員一人当たりの寄付金額も、2710地区
では上位にランク付けされていました。
　現在は10万円に減額されましたので、毎年一人くらいは功労
者に推挙してもよいのではと思われます。
　ロータリーの特別寄付金は、米山奨学金とロータリー財団と
ありますが、会員間で不公平にならないよう規則作りをして会
員全員に寄付金を寄付するようにすべきと思います。
　“ロータリアンとして寄付金を寄付する行為も重要な奉仕活
動と思われます。”

　早いもので今年一年の活動が過ぎ去っていきました。今年は

原因はこのような所にもあるのでは無いでしょうか。
　申し訳ありません。私が申し上げる様な事ではありませんね。
苦言を呈するつもりはさらさらありませんのでご容赦ください。
　私自身出来る事は最大限ご協力させて頂きますのでクラブを
盛り上げていくためお互いに頑張って行きましょう。
　次年度私は奉仕プロジェクト担当です。国際奉仕、青少年奉
仕の最大事業として周年事業、留学生の受け入れ事業が確定し
ています。次年度の会長、幹事に恥をかかす事無くクラブメン
バーみんなで盛り立てて頂ければと思います。又次年度の一年
間よろしくお願い致します。

　下関中央RCも早いもので、創立20周年を迎えようとしてい
ます。ようやく下関の4RCと肩を並べるまでに周知されてきた
のではないかと感じています。
　その中で、周年事業として交換留学生の事業を実施するはこ
びとなりました。計画段階でするかしないかとの議論の中で、
これまでしてきた下関の他のクラブの方にいろいろ聞いて相談
したとき、下関北RCの岡本会員より、下関中央RCも地区に奉
仕できる力を持ったクラブに育ってきたじゃないか、やってみ
ればいろいろ困難な事も多いが、会員の団結・質の向上並びに
クラブのレベルアップにつながるよと言っていただきました。
　このとき少し尻込みしていた私の気持ちが、他の老舗のクラブ
の方が下関中央RCを認めてくれた交換留学生の難しい事業がで
きるクラブに育っているんだと、奮い立ったのを覚えています。
　ぜひとも、次年度三宅特別委員長を中心に会員いちがんと
なってこの事業を成功させ、和田年度の20周年に花を添え、下
関中央RCの力を存分に発揮できる事を期待しています。

　山下会長・田中幹事・坂田SAAによるアットホームな一年間
が終わろうとしています。
　振り返ると、最初の事業である下関大平学園の夏祭りが台風
接近のため中止になるという不安がよぎるスタートでしたが、
10月になかべ学院の子供たちと花壇の手入れを行い、続いて

「火の山公園のチューリップの球根植え」に市立大学の留学生や
下関ローターアクトクラブのメンバーと共に参加し気持ちの良
い汗をかきました。さらに11月には「オレンジリボンたすきリ
レー」で沢山の他団体の方々と一緒に運営に関わりました。
　また、継続事業である「こども110番の幟の寄贈」は今年も大
変喜んでいただけました。
　どの奉仕活動も、会員皆様の積極的なご参加とご協力で楽し
く終えることができました。会長・幹事をはじめ会員の皆様に
は心より感謝を申し上げます。
　心残りは、昨年のロータリー・ディのようなロータリーを市
民にPRするようなイベントが実行できなかったことですが、

山下年度に活動して感じたこと

｢米山記念奨学金｣に対する我がクラブの寄付について
次年度に期待すること

一年を振り返って

松浦 正徳

廣田 千知郎
川崎 啓司

三宅 浩史

会員組織委員会 委員長

ロータリー財団委員会 統括理事
クラブ広報委員会 統括理事

奉仕プロジェクト委員会 統括理事
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会員組織委員長として活動させていただきましたが、わからな
いことだらけの中、髙木統括理事や田中幹事、山下会長のフォ
ローのおかげで何とか乗り切ることができました。一緒に活動
してきた会員組織委員会の皆さん、またクラブ会員全員に感謝
の気持ちでいっぱいです。心残りなのは新入会員を入会させる
ことができなかったことです。何と新入会員を見つけようと気
持ちばかり焦ってしまい結果を残すことができませんでした。
来年は違う役職につきますが、新入会員の勧誘は継続して行っ
ていきたいと思います。

　今年度、山下会長は念頭に思いやりのある暖かいクラブ作り
と、有意義なクラブ作りを目指したいという強い想いをもって
スタート致しました。
　その強い思いに幹事の田中会員、SAAの坂田会員、クラブ管
理統括理事の佐々木会員が応えて、しっかりコミュニケーショ
ンを図り、試行錯誤をしながら、クラブ運営をしたからこそ、一
年間スムーズに楽しく流れたと思います。
　今期を振り返って見て、特に想い出に残って良かった事と少
し残念だったことがあります。
　良かったことは、5RC合同例会で講演をしていただいた黒木
安馬先生の講話でした。3人の偉大な成功者の共通点（分析）を
分かり易く、なお且つユーモアを交えて話して頂き、大変勉強
になりました。
　夜は、田中幹事のお世話で黒木安馬先生を囲って会食をしな
がら、色々な経験談などを交えて聞かせて頂き、良い思い出が
出来ました。田中幹事、感謝です。
　少し残念だった事は、第900回記念例会、ほたる家族例会でホ
タルを見ることが出来なかった事です。
　しかしながら、懇親会では、食べて、飲んで、しゃべって、楽
しい時間を過ごすことが出来ました。又、宿泊した皆さんとは
夜遅くまで飲んで、歌って、楽しい時間を過ごすことが出来た
事は、大変良かったです。ありがとうございました。
　来年度、和田会長、山下（雅）幹事、一年間、想い出に残る楽し
い一年にして頂ければ、大変嬉しく思います。宜しくお願い致
します。

　山下年度も終わり、和田年度が始まろうとしています。
　今まで味わった事の無い緊張、または不安の続く今日この頃
です。私が入会して初めて経験する「青少年留学生」の受け入れ
が和田年度には控えております。この事業は、中央クラブ全員
のお力を借りなければ成り立ちません。現時点では、全ての事
が手探りの状態で始まろうとしております。が「留学生」が「日
本（下関中央ロータリークラブ）に来て良かった」と思って頂け
る様に、和田会長を全力でサポートして行こうとこの「新風」を

書きながら、改めて決意するところです。
　また、その他の行事も会員と会員ご家族の皆様に印象に残る
様な和田年度になる様努力して行きたいと思います。
　私も今後、中央クラブまたは会員の皆様へは、時間の許す限
り力を貸す覚悟ですので、和田年度が無事に進んで行きます様、
お力添え宜しくお願い致します。

　弟と二人三脚で始めたホームページでした。
　ホームページの内容について、どうしようかと随分意見交換
しました。迷いました。
　ロータリーのホームページに掲載するのにふさわしい情報を
集めることが一番大変なことで、いつも内容が書き換えられる
ものせめて週一くらいの頻度で書き換える情報が必要だと考え
ていました。古い情報よりいつも新鮮な情報であり、必要な情報。
　結果、ロータリーを理解するのに、一番よいのは、週報ではな
いかという結論に至りました。まず週報でロータリーの活動は
殆どわかるし、その後ペーパーレスで例会が始められる。すぐ出
来る事から始めました。私は、取材だけ、あとは弟に任せっきり。
　ところが、事情が変わりました。全て自分に降りかかってき
ました。
　どこから手を付ければ良いのか？ どうすれば良いのか判らな
くなりました。
　気が付いたら一年分のデータが溜まってしまっていました。
このことが結構大変なことで、一週間に一度のことですが、良
く理解してないことを手探りでする。時間があっという間に過
ぎていきます。能力のなさを痛感させられました。
　ホームページを始めるより、それを継続していく事。ただひ
たすら、毎週の記録を続ける…その地道な記録こそホームペー
ジの原点ではないかと、考えています。
　折角始めたホームページです。継続する事に迷いはありません。
　人任せにすることは簡単なことですが、それでは自分達の伝
えたい事が伝えられないのでは……
　例会が始まるまでにその週の週報をホームページに掲載する
のが目標です。いろいろなホームページがありますが、ロータ
リークラブのホームページとは？
　下関中央ロータリークラブのホームページ･会員が開きたく
なるホームページとは？
　まだまだ課題は山積みです。いろいろな味付け･色つけをし
たいと思います。これからの楽しみとさせて下さい。

…山下年度の思い出
　今年一年を思い返してみると、仕事の都合で創立記念例会、
IMと大きな行事に参加できなかったことが残念でした。活動で
印象に残っているのは、火の山公園トルコチューリップ植え付

今年度を振り返って

ホームページを担当して

今年度を振り返って・次年度に向けて

次年度に向けて

矢田部 宏

要田 二三子

小林 智亜紀

山下 雅之

クラブ管理運営委員会 委員長

クラブ広報委員会 委員長

奉仕プロジェクト委員会 委員長

クラブ管理運営委員会 委員長

風の広場
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けボランティア。会長・幹事が地区大会で不在でしたが、市立
大学の留学生やローターアクトの皆さん、多くの方の参加をい
ただいて奉仕できたこと、たくさんの汗をかいての作業でした
が充実した時間でした。奉仕プロジェクト委員長として名ばか
りで、三宅統括理事ごめんなさい。この一年お世話になりました。
　山下会長、田中幹事は、5年に一度の下関市内5RCの当番幹事
に当たられ、クラブ以外でも気遣いされた一年でしたね。合同
例会の黒木氏の卓話は、言葉使い、「しかし」じゃなく「なるほど」
とか大変勉強になる楽しくて素晴らしいものでした。会場等で
ご苦労されたことは今となっては良い思い出ですか？
　この一年、大変気遣いいただいて楽しい時間をすごすことが
出来ましたお疲れ様でした。
…和田年度への期待
　20周年という節目の年であり、新竹東南RCとの再調印の年で
もあります。
　「継続は力なり」と言葉があるように、毎年の成果は微々たる
ものであっても、地道に成果を積み重ねていけば、やがて大き
な事業を達成できる。長い年月を継続していくことは大変なこ
とだと、私事ながら会社創立50周年を迎えるにあたり、実感し
ているところです。
　今まで実行されてきた奉仕プロジェクトは、生む苦しみがあ
り、続ける苦しみがありとその時々でしっかり検討されたもの
です。和田年度も今までの経過を参考にしていただき、奉仕活
動を継続していただけたらと思います。新たな事業として、青
少年交換留学生の受入が決定していますね。下関中央RC初め
ての事業で手さぐり状態ですが、和田会長先導の元、理事はじ
め全会員の協力をいただいてがんばりましょう。私も微力なが
らお手伝いできたらと思います。健康に留意され、ご活躍を期
待しています。

　入会して早4年目を迎えた今シーズンも間もなく終了を迎え
ようとしています。まずは山下（英）会長様、田中幹事様1年間
大変お疲れ様でした。今年度は財団委員長を拝命し、研修会な
どに参加する機会を与えていただきました。その度に裏舞台を
ほんの少しだけ見ることができましたが、いろいろな場所に出
向く労力を考えると本当に頭の下がる思いです。RCに所属して
いる以上いつかは自分の番になるのでしょうが、こなしていけ
るか非常に心配になります。
　さて、今までの過去4年の私のRC活動は正直申しまして「お
客」でした。「例会に極力出席できれば」という思いしかなかっ
たのですが、次年度はクラブ運営委員統括理事を拝命し、非常
に重要な役をいただき、今ようやくスイッチが入ったところで
あります。20周年である次年度は和田会長、山下雅幹事を「男」
にするために全力で活動に当たる決意であります。
　まだまだ未熟ではありますが中央RC諸先輩方どうかご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

　山下会長･田中幹事、また今年度の理事役員の皆様大変お疲れ
様でした。
　今年度も皆様のリーダーシップまたクラブへの奉仕のお陰で
楽しく有意義な一年を過ごさせて頂きました。また当クラブも
例年にもまして一年間すばらしい活動を行ったのではないかと
思います。
　次年度、和田年度も陣容が整いすばらしい年度になるよう期待
し、また私も微力ですが一翼を担えるよう努力しようと思います。
　最後になりましたが、会員の皆様、そして事務局の溝口さん
にも心より感謝申し上げます。
　ありがとうございました。

　山下会長･田中幹事･坂田SAA･各理事の方々一年間大変お疲
れ様でした。委員の一人として殆ど奉仕できず三宅統括理事に
もお世話になり放しでした。
　この一年間は、ほぼ事務所にこもりきりで、外出もままなら
ない息苦しい月日でした。そんな一年間にあった二つの出来事。
　一つは十五年間一緒に暮らした愛猫が死んだこと。動物を
飼った人ならわかる喪失感。一生に一度だけ飼った四本足の
動物。一本一草ない、動物一匹いない町なかの工場で育った私
が緑と動物が好きだった（それは環境の反動でしょうという勿
れ。五人の姉たちの中には、全く関心のない者もいたのです。）
ことが判りました。かけがえのない家族でした。死ぬ二ヶ月程
前歩く姿が脳梗塞のように奇妙によろめいた時、思わず ｢ミー
ちゃん大丈夫！？｣ といって不安の涙を落としてしまいました。
親と一緒で死んだ時より、ああもう駄目だなと悟る時の方が辛
かった。思えば風邪を引いただけで病気らしい病気もせず、健
康な日々のあと静かに衰えて逝ってしまったことが逆に哀れで
した。何しろ動物を飼ったことがないので健康なことを当たり
前と思っていた私たち。心配もかけずにそれ故手もかけられず、
穏やかでひっかくことも一切なしに逝ってしまった猫。白黒の
よく似た若い猫が庭を思い切り元気よく走り抜けて立ち止ま
り、ふとこちらを振り向いた時思わず｢ミーちゃん？｣と胸さわ
ぎがしたこと。風が吹いて出入り口が音を立てると今でも帰っ
て来た！と思ったりするのです。
　もう一つはあることで検査をしたところ、癌かもしれないと
言われたこと。精密検査とその結果を待つ二週間、小郡での味
噌醤油組合で会った一人の女性に強い感銘を受けました。その
人は多分七十代。二人しかいない女性会員なので去年は名刺交
換をしようとしたら、主人の代わりに来たので名刺は持ってい
ませんと言われました。そのまま途切れてしまった会話。今年
の組合ではやはり二人なので私の方からお久しぶりですと話し
かけました。するとその人は待っていたようにすぐ名刺を取り
出し ｢去年は差し上げられなかったので｣ と言われました。｢で

RC 5 年目の決意

一年を振り返って

山下年度におこったこと

内田 賢太郎

畑 敏治

秋成 宇多子

ロータリー財団委員会 委員長
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は息子さんが社長さん？｣｢いいえ、子供はいません。｣その人は
淡々と四年前自分は乳癌の手術を受けたこと、同時に主人も癌
で入院手術をし、主人は七ヶ月後に亡くなったこと、その時期
も今も従業員ともども醤油屋をしていること、話し相手は飼っ
ている犬と猫ということ、仕事を終えた夕方、ぐったりして家
に帰るとすぐ横になることを話しました。私は強い衝撃を受け
ました。自分に似ていても、もっと苛酷な生活。そんな体の状
況でその人は去年名刺を出さなかったことを思い、作り、私に
すぐ名刺を出したその意欲。決して仕事を辞めたいと言わない
その意志。会合の後のラベルの講習に長時間出席するその積極
性。乳癌という苦しい病気を支える身近な家族はその時いな
かったのです。どれだけの苦しみと涙があっただろうか.女が強
いのか、その人が強いのか。“レジェンド”でもなく有名人でも
なく名もなき市井の人の静かな強い生き方は、翌日の土曜日一
人で事務所で仕事をした私の（それでほたる例会にいけず残念
でした。）頭の中をずっと占めていました。多分その人のことを
これから度々尊敬の念を込めて思いおこすでしょう。この年代
になって巡り合う人の一人一人が自分に様々な感銘を与えてく
れることを有り難いと思うのは、だんだん時間が限られてくる
ことの逆の恩恵なのかと思うこの頃です。
　因みに検査結果はシロでした。憎まれっ子世にはばかる。

　何かの節目のとき、｢アー 1年って短いものだナアー｣ と思う
ことがあります。それも年を重ねる程、その間隔が短くなるそ
うです。昨年もまさにその通りでした。
　しかし、一年を振り返ってみると、その時の中で学んだ事の
重さは、年々増えていく様な気がします。ロータリークラブの
意義の深さがそれです。
　順調に行事が進んでいる時は、それなりの楽しさを味わいま
す。また不具合な事態が発生したとき、対応して自分の能力の
向上を計り実践することは大切です。しかしそれよりも他のメ
ンバーが取り組み、それを解決していく実行力や、発揮される
手腕を見させていただくことによりそれを学び、自分の宝とす
ることが、もっと価値があるように思います。
　とかく自分の存在意識というものは強いもの。それが自分の
能力をつぶしたり、運命に蓋ををすることは多いいものないも
のです。ロータリーの社会には公正と友情があります。
　その中に素直に自分の身を置き、供に学んで行く意識を持て
ば、これ程有意義な世界は無いと思います。有難う、ロータリー
クラブ。

　ロータリーに入会したのが40歳の時、新潟県長岡ロータリー
であった。証券界を離れる52歳まで12年間在籍しておりました。
自己流の解釈で商売のために活用しようという考えから入会し

たので出席率は100％でもホームクラブの出席が悪く注意され
たこともありました。72歳のとき下関にまいりまして当クラブ
にいれていただき会員の皆様の家族的親睦をいただき5年間を
過ごせたことは大きな喜びです。当クラブ構成員で一番の年長
者となりましたが、出席100％が目標ですから元気で出席するの
が私の努めです。
　和田年度に期待することは、5クラブの中で一番若いとはいえ、
創立20年を迎えたクラブでありますから2710地区のガバナーを
当クラブから出す位の大きな目標を持つことが大切だと思いま
す。選挙年齢も18歳にひきさげられました。画期的変化です。
創立20年を記してガバナーを出せるクラブになりましょうを合
い言葉に緊張感をもって取り組みたいと提案いたします。
　目標達成の必須条件は、現在31名の会員を常時40名以上にす
ることが不可欠です。
　この数字を達成するのは不可能ということはありません。全
員一致団結、新会員一人お連れすることを実践することです。
そのような気概を持つことが家族的雰囲気の我がクラブを更に
グレードの高いクラブにすることになると確信しております。
　司馬遼太郎をして長州人は怜悧で嫌いだが、この関門海峡の
景色は日本一を言わしめた船の往来を眼下に見下ろせる例会場
で親睦を深めていることに感謝してロータリアンの目標を深化
させようではありませんか。

今年度を振り返って

和田年度に期待すること

前田 周作

川村 捷哉
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2015-16年度 下関中央RC 委員会

役 員

その他

継続委員会

委　員　会 理 事（統 括） 委　員　長 委　　員

会
員
組
織

職業分類

　会員選考・増強

ロータリー情報

髙 木　 道 之 松 浦　 正 徳

今中　崇之　　沖野　雅昭

川村　捷哉　　日髙　常晴

森野　勝通

ク
ラ
ブ
管
理
運
営

出席

親睦活動

　（ロータリー家族）

　（ニコニコ）

プログラム

佐々木博昭
矢 田 部　 宏

上野　綾華　　内田賢太郎

尾中　信仁　　大塚　裕美

鷹野　芳和　　遠山　辰雄

中島　明雄　　畑　　敏治

前田　周作山 下　 雅 之

ク
ラ
ブ
広
報

クラブ広報 川 崎　 啓 司 要田二三子 小林智亜紀　　松浦 正徳

奉
仕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

職業奉仕

社会奉仕

青少年奉仕

国際奉仕

三 宅　 浩 史 小林智亜紀

秋成宇多子　　尾中　信仁

川村　捷哉　　喜志永佳和

鷹野　芳和　　遠山　辰雄

中島　明雄　　日髙　常晴

前田　周作 

ロ
ー
タ
リ
ー
財
団

ロータリー財団

米山記念奨学会
廣田千知郎 内田賢太郎

沖野　雅昭　　要田二三子

畑　　敏治　　矢田部　宏

会長：山下 英行　　　　　　幹事：田中 富士子　　会計：喜志永 佳和　　　SAA：坂田 安章
会長エレクト：和田 弘光　　副会長：坂田 安章　　直前会長：若松 敏幸

会計監事：今中 崇之　　副幹事：山下 雅之　　副SAA：秋成 宇多子、森野 勝通　　

委員長：若松 敏幸　　副委員長：和田 弘光　　委員：奉仕プロジェクト委員会メンバー 
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日時
平成28年 6月10日（金）〜 12日（日）

式次第
17：00　本社メンバー及び夫人の到来
17：30　登記
17：50　貴賓着席
18：00　典礼開始、社長による開始の鐘打ち
18：01　扶輪ソング合唱
18：02　中華民家国歌合唱
18：04　日本国歌合唱
18：06　来賓、姉妹社社長及びメンバーの紹介
18：11　地区総監を歓迎、
18：13　扶輪社友歓迎ソング合唱
18：15　受験準備主委IPP House挨拶
18：18　Scott社長挨拶
18：22　地区総監DG johnson挨拶及び記念品交換
18：27　元総監PDG Tony挨拶及び記念品交換

18：30　姉妹社社長挨拶 日本下関中央社 山下英行社長
18：33 香港銅羅湾社 林暁詩Shirley社長
18：36　兄弟社社長挨拶 台北金竜社 黄志補Jim社長
 渓湖中区社 楊明国ART社長
18：42　Scott社長による新任社長Sulfateの紹介
18：45　新旧社長引き継ぎ
18：47　新任社長から旧社長及び秘書への記念品渡し
18：50　総監当選人DGR Peter挨拶
18：53　新任社長Sulfate挨拶
18：58　新任社長による新任職委員の紹介
19：02　後継者に使命を託す
19：07　副社長Morgan挨拶
19：10　典礼終了、新任社長Sulfateによる散会の鐘打ち
19：11　宴会着席

新 竹東 南ロータリークラブとの交 流

新竹東南扶輪社19周年記念式典 及び 会長交代式

場所
台湾

挨拶…新竹東南扶輪社 社長 王少白
　扶輪社のみなさん、幸福団体の仲間たち、おかげさまで、今晩の東南社第19回引き継ぎ授権式が皆様のお祝
いで、より素晴らしいです。
　光陰は矢の如し、社長に務めて最初のごろ、不安だらけでしたが、いくつかの活動で、雰囲気が盛り上がっ
て、活動が順調に進みました。みなさんの参加及び各部門の委員の仕事に対する責任感を感謝しています。喜
憨児基金会とのただの例会でも、その場で8万元の台湾元が集められて、みなさんの優しさが感じられます。
　また、サービス企画主委C.Kの企画の下で、活動がよくできたことを感謝し、総監Johnsonの出席で、もっと
画竜点睛の効果がもらえました。そのあとの桃山水資源サービス計画は県政府の協力、扶輪基金主委OBS及
び公共関係主委Dannyの協力でうまく完成しました。蘇校長の寄付式での胸を打つ言葉でその場にいるみな
さんを感動させました。善行のことなら、東南社は決して、欠席しません。また、保羅哈里斯からの寄付で、
EREYの総金額は新竹分区の中でも、トップランキングです。メンバーのほうでは二人しか増えなかったので
すが、来年、また増えると思います。
　去年、引き継いだときに約束したことは私は全部完成しました。特に毎週一篇の社務通信は私の高度な重視
及び、運営での努力で。扶輪社のメンバーたちから好評をもらいました。毎週まじめに閲覧して互いに知るた
めには、プラスの効果があると信じています。
　来年の一年間で私たちは新竹第一分区から出て、西北、東門及び西南社とともに第6分区の独立分区になり
ます。元第一分区の各社はみんな、扶輪社は一家族で、お互いにはこれで遠ざかりませんと言いました。また、
我が社の長期的な企画はもう成熟になり、新社長の選択であれ、経費の条例項目であれ、完璧に合理的になり
つつあります。RI理事会で多くの改革方案が通りました。わが社は持続的な発展に改革が必要だと思います。
　扶輪では思いやり、お互いの協力が満ちています。一年間の社長体験でよくわかりました。
　最後に各貴賓と扶輪のメンバーたち及びみなさんの家族の
　ご健康、　万事のままであること、　各社の社運の繁栄を心から祈ります。
　どうも、ありがとうございました。

祝辞…下関中央ロータリークラブ 会長 山下英行
　親愛なる新竹東南ロータリークラブ 王少白会長並びに会員、ご家族の皆様、本日はお招き頂き、ありがとう
ございます。
　この度は貴クラブの創立19周年、誠におめでとうございます。
　下関中央ロータリークラブ会員を代表して、心よりお祝い申し上げます。
　昨年11月14日の当クラブ創立19周年の折には王少白会長をはじめ、多くの会員ならびにご夫人の皆様にご
出席いただき、創立例会の式典を開催、また盛り上げていただきました事、感謝しております。
　貴クラブとは2000年に姉妹締結させていただきました。
　それ以来の貴クラブと我がクラブは毎年の交流活動により、友情や信頼関係が深まり、また、多くのことを
学ばせていただきました。
　中でも、こちらへ参るたびに受ける、いつもの熱烈な歓迎には、本来、日本の売りである、おもてなしの心さ
えも、学ばせていただいているとたいへん感謝しております。
　これからも交流を重ね、末永く友好を育み、両クラブが益々発展していくよう心より願っております。
　最後に、王少白会長並びに会員、ご家族の皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしまして創立19周年のお慶び
のご挨拶とさせていただきます。
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下関中央ＲＣ創立19周年記念例会 及び 新竹東南扶輪社歓迎会

日時
平成27年 11月14日（土）

場所
下関グランドホテル
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奉 仕プロジェクト

なかべ学院の花壇の植え込み作業 ･それに伴う維持作業

オレンジリボンたすきリレー

日時
平成27年 10月18日（日） 8：30

天候
晴れ 気温22℃

出席者
院の子供達 6名
下関中央ロータリークラブ会員 11名

花壇維持のための土及び肥料と苗及び球根
発酵鶏糞 15K×2袋
バーク堆肥 20K×4袋
花と野菜の培養土 24L×3袋
花の苗

ビオラ･マラコイデス･パンジー ･金魚草･なでしこ他

野菜の苗
タマネギ･赤タマネギ･ミニキャベツ･ハクサイ･バジル･レタス

球根（なかべ学院より）
チューリップの球根

作業
①昨年の苗の植え替え

鉢植えにするもの･廃棄するものを区別し植え替える。

②土の補充と肥料の追加
前回は土の改良のため土を入れ替えたが、今回は補充（自然減した
ので）のみ。土を耕し今回補充の土と肥料を均等に入れ込む。継続的
に土と肥料を補給することが必要。

③植え込む　④水やり

　前回の土の改良作業の結果、野菜･花が良く育ちイチゴの苗は植
木鉢に植え替えました。前回花壇の土の入替作業で余った土は建物
の犬走りの部分の補充にあてました。写真のとおり上手く出来たと
思われます。

日時
平成27年 11月15日（日）

内容
①ボランティアとしての参加

集合：7時30分  終了予定：11時頃
集合場所：カモンワーフ特設会場
ボランティアの内容：設営（テント張り･椅子机の配置等と片付け）

②ランナーとして参加
集合：8時40分（出発式：9時  閉会式：11時）
集合場所：カモンワーフ特設会場
※今年は唐戸周辺を（1.8ｋｍ）をゆっくり周回します。

　オレンジリボン運動とはNPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
が総合窓口を担っている児童虐待防止の広報・啓発活動です。
　「オレンジリボン運動」は、子ども虐待防止のシンボルマークとして
オレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける
市民運動です。児童虐待防止全国ネットワークでは、オレンジリボン
運動を通して子ども虐待の現状を伝え、多くの方に子ども虐待の問題
に関心を持っていただき、市民のネットワークにより、虐待のない
社会を築くことを目指しています。
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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

｢子ども110 番の家｣ 幟 贈呈式

日時
平成28年 3月7日（月） 16：30
場所

下関市役所 5F 市長室
出席者

下関市長
下関市教育委員会

教育長、教育部部長、教育部理事、生徒指導推進室室長、
室長補佐、主任

PTA関係者
下関市PTA連合会会長、下関市中学校PTA連合会会長、
下関市小学校PTA連合会会長、
下関市幼稚園PTA連合会会長、下関市PTA連合会事務局長

下関中央ロータリークラブ
会長、幹事、継続委員長、奉仕プロジェクト統括理事、
奉仕プロジェクト委員長、クラブ広報委員長

次第
①開会　②寄付者紹介　③幟･ポールの贈呈
④市長挨拶　⑤PTA代表挨拶　⑥寄付者挨拶　⑦閉会

日時
平成27年 10月24日（土） 9：00
天候

晴れ 気温22℃
参加者

下関中央ロータリークラブ 会員･家族 12名
下関ローターアクトクラブ 4名
下関市立大学留学生 5名

　晴れの日が続いたせいか、土が硬く、球根の植え付け
に苦労しました。少し掘ると粘土のような塊になり、植
え付けるというより斜面を耕すようでした。これまで、
雨で地面がぬかるんだり、長靴に土がくっつき動きにく
くなり、雨は雨で大変な苦労でしたが、今回の斜面を耕
す作業はこれまでの作業より大変でした。少し多めに腐
葉土等を入れれば、土が固まらないのではないかと、素
人考えをしてしまいました。
　今年は残暑で、暑かったせいか、フ
ジバカマがもう終わりのようで、アサ
ギマダラも、昨年の様に多くは見ら
れず、2頭のみでした。暑いせいか何
故か動きが緩慢なように見えました。
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外部 卓話

2015-16年度 卓話者と主題   （2015年 7月〜 2016年 6月まで）

タイガーフークとは

私の生い立ち

鯨から見える世界情勢
その1

価値の上がるものづくり

世界一周ひとり旅で感じたこと

ローターアクトについて

鯨から見える世界情勢
その2

睡眠時無呼吸症候群について

2016年開運セミナー

図書館の魅力と可能性、
どんな図書館でももっと良くなる

～図書館の魅力にはまり、図書館の再生を目指してきた私の体験から～

稲荷町から見た下関

大学教育の今

2014-15
青少年交換留学の思い出

おいしい毒魚フグのあれこれ

今時のイルカの話

中小企業のメンタルヘルス

チームタイガー代表
井上 大次郎  様

グループ1 ガバナー補佐
水野 直房  様

下関くじら館 店長
小島 純子  様

家具工房 凰山堂 専務取締役 池田 陽子  様

熊野 譲  様

2710地区ローターアクト代表
平田 京平  様

下関くじら館 店長
小島 純子 様

九州大学病院 睡眠時無呼吸センター センター長・特任教授

安藤 眞一  様

開運アドバイザー
森川 晃朱  様

広島女学院大学 特任准教授
西河内 靖泰  様

長州稲荷横丁 長州屯庵 主人
林 吾郎  様

梅光学院大学 学長
樋口 紀子  様

青少年交換派遣学生
市岡 大河  様

独立行政法人 水産大学校 校長
酒井 治己  様

下関市立しものせき水族館「海響館」 館長
石橋 敏章  様

島田法律事務所 弁護士
島田 直行  様

2015年 7月24日（金）

2015年 9月4日（金）

2015年 10月2日（金）

2015年 11月6日（金）

2015年 11月20日（金）

2015年 11月27日（金）

2015年 12月4日（金）

2015年 12月11日（金）

2016年 1月15日（金）

2016年 1月22日（金）

2016年 1月29日（金）

2016年 2月19日（金）

2016年 3月4日（金）

2016年 3月11日（金）

2016年 4月15日（金）

2016年 4月22日（金）

岩満 国吉  様
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新入会員 紹介

　平成27年3月に本会に入会をさせていただきました。
　初めて出席させていただいた夜はみもすそ川の平家茶屋での楽しい食事会でした。先輩諸氏の楽しく、明るく弾んだ
声が耳に残り、すばらしいRCとの印象が強く残りました。その夜を出発点として、その後も先輩の皆様に大変にお世話
になっています。出席率は最低で、何にも役に立てない新入会員ですが、なにとぞ御容赦のほどをお願いいたします。
その後も、2 〜 3回妻を同伴に家族会に出させていただきました。楽しく、仲間との絆が強く、家族同伴の食事会が多くて、
素敵なRCと実感しています。
　齢67歳、下関在住38年にもなり、何とか少しでも地域のためにお役に立ちたいと思ってはいますが、なかなか実行が
伴わず、申し訳なく感じている今日この頃です。先輩諸氏を見習って、1歩でも前に進もうと思います。
　これからもなにとぞよろしくご指導、ご厚誼をお願いいたします。

　下関中央ロータリークラブに昨年の7月に入会させて頂きまして早いもので間もなく一年になります。会員の皆様に
はいつも温かくご指導頂きまして、心より感謝しております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
　活動して一番心に残った事は、私自身の視野、世界がとても広がったということです。今までの生活では決して味わう
ことのできない貴重な経験を沢山させて頂きました。通常例会、夜間家族例会をはじめ、様々な分野でご活躍されている
方々とのふれあいや卓話、合同例会、下関東ロータリークラブへのメイクアップ、など。どれも先輩方のお話は私が知ら
なかったことを知ることができ、新たな可能性や光を見させて頂いたように思います。
　そして、ロータリークラブの素晴らしいと思うところは「多数決で決めない」「個々を尊重する」といったことです。
自分の意見や考え方と違っていて当然。さらなる自己啓発となりました。
　わが子は、こども110番ののぼりやステッカーを見て「ママのロータリーだ！」と喜んでおります。未来を背負う子供
たちの光や希望となるよう、ロータリアンとして職業奉仕を通じ、誇りをもって活動していきたいと思っております。
　来年度は、下関中央ロータリークラブ創設20周年という、先輩方が作り上げてきた歴史の節目の年となります。私も
微力ながら皆様のお役に立てるよう尽力して参りたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

　私は、平成27年7月3日に、下関中央RCに入会させていただきました。入会してからあっという間に約1年が過ぎました。
あたたかく迎え入れて下さった皆様に本当に感謝しています。
　この1年間、ロータリーの行事や皆様とのふれあいを通して、自分の生きる世界がぐっと広がったような気がします。
　地区大会で宇部に行ったこと、オレンジリボンたすきリレーにランナーとして参加したことなど、思い出もいっぱいです。
　私は下関出身にもかかわらず、下関のことをあまり知らなかったことにも気づきました。ロータリーにおいて下関の
魅力を再発見することが多々ありました。
　ロータリーの、社会奉仕の理念は本当に素晴らしいものだと思います。また、自分のしていることが、世の中の何かの
役に立っていると思えることが幸せに思います。
　これからも一層努力して参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

下関中央RCに入会して
中島 明雄

大塚 裕美

上野 綾華

下関中央ロータリークラブに入会して

下関中央RCに入会して
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思い出のアルバム

第2回情報集会・新入会員歓迎例会

観月家族例会

新年度夜間家族例会 2015年 7月30日／下関グランドホテル

2015年 9月25日／とりもつえん下関

2015年 10月16日／海峡ビューしものせき
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地区大会 下関中央RC 創立19周年記念例会

新春家族例会

ふく例会

下関市内5RC合同例会

2015年 10月24・25・26日／宇部 2015年 11月14日／下関グランドホテル

2016年 1月9日／とりもつえん下関

2016年 2月6日／長府観光協会

2016年 2月12日／下関グランドホテル
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思い出のアルバム

グループ1 インターシティ・ミーティング

下関東・中央RC合同例会 花見家族例会

第900回記念例会・ほたる家族夜間例会 職場例会

新旧引継ぎ期末忘年家族例会

2016年 2月27日／シーモールパレス

2016年 3月17日／下関グランドホテル 2016年 4月8日／平家茶屋

2016年 5月28日／一の俣温泉グランドホテル 2016年 6月3日／株式会社 長府製作所

2016年 6月24日／門司港ホテル
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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

例会日：毎週金曜日
場　所：下関グランドホテル3F

発　行：平成28年 7月27日
編　集：広報会報雑誌委員会　
印　刷：瞬報社写真印刷株式会社

　山下年度の締めくくりの新風VOL.20が皆様の協力の
もとできあがりました。
　今回の表紙は、例会場から見える関門海峡より少し
離れ、火の山から望む関門海峡とさせていただきました。
新風もA4版と大きく、内容も山下年度の成果と和田年度
に期待することの、新旧引き継ぎに重点を置いたものに
しました。今回配布時期を前回の反省をもとに7月下旬
に設定させていただき、原稿依頼の期間が短く皆様に
ご迷惑をお掛けしました。
　次回新風は20周年の機関誌との合併号となり、台湾
訪問時には配布できるスケジュールになっていますので、
皆様のご協力よろしくお願いします。

川崎 啓司

編集後記






