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ロータリーの目的

The Object of Rotary

ロータリーの目的は､ 意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し､
これを育むことにある｡ 具体的には､ 次の各項を奨励することにある。
第1

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

第2

職業上の高い倫理基準を保ち､ 役立つ仕事はすべて
価値あるものと認識し､ 社会に奉仕する機会として
ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3

ロータリアン一人一人が､ 個人として､ また事業および
社会生活において､ 日々､ 奉仕の理念を実践すること。

第4

奉仕の理念で結ばれた職業人が､ 世界的ネットワークを通じて､
国際理解､ 親善、平和を推進すること。

（ 付記 「
） ロータリーの目的 」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、
また同時に行動を起こさなければならないものであるということで、
RI理事会の意見が一致した。

4 つのテスト

THE 4-WAY TEST

言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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下関中央ロータリークラブと新竹東南ロータリークラブ
2016年 11月12日 下関中央ロータリークラブ創立20周年記念例会にて
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下関中央ロータリークラブ創立 20 周年記念例会

会長 挨 拶
下関中央ロータリークラブ 会長

和田 弘光
皆様、こんばんは。
この度、私共下関中央ロータリークラブ創立 20 周年を迎えるにあたり、大変お忙しいところ、RI第 2710 地区 ガバナー
田原 榮一 様、特別代表 永冨 稔 様をはじめ、市内 5RCの会長幹事の皆様をお迎えし、この記念例会を盛大に開催
できますことを会員一同を代表して心より御礼申し上げます。
また、遠く台湾の地より、新竹東南ロータリークラブ 劉明毅（ Sulfate ）会長をはじめとする 33 名の会員並びに
ご夫人の皆様にもご出席いただき、ともに祝っていただけますことに厚く感謝申し上げます。
さて、私共下関中央ロータリークラブは、1996 年 12月20 日創立以来ここに 20 周年という節目の年を迎える事と
なりました。これも一重に皆様方の暖かいご支援とご厚情の賜物と会員一同心より感謝申し上げます。
RI会長ジョン・ジャーム氏は、テーマとして「 Rotary serving humanity,人類に奉仕するロータリー」を掲げられ、
また、2710 地区・田原ガバナーは信条として「 奉仕の中にこそ幸福（ 幸せ）と平和がある」と言われています。
中央ロータリークラブの 20 年間の足跡を振り返り、一人ひとりが「 ロータリーとは何か？」を初心に帰り自分の
「 こころ」に問いかけ、新たな第一歩を踏み出す一年にしたいと思います。
そして私たちのクラブが地域社会において存在感を高め、益々活躍できるようなクラブ創り、思いやりのある温かい
クラブ創りのため、皆様と一緒に活動して行きたいと思いますので、今後ともご指導をよろしくお願いいたします。
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下関中央ロータリークラブ創立 20 周年記念例会

会長 祝 辞
新竹東南ロータリークラブ 会長

劉明毅
先ずは和田会長を始め、貴クラブの皆様方どうぞ宜しくお願い致します。
この度、貴クラブが創立 20 周年記念を迎えられました事を、私は台湾の新竹東南ロータリークラブを代表して、
全会員と共に心よりお祝いを申し上げます。
さて、西暦 2000 年から両クラブが姉妹クラブとなって、精進の交流を重ね、相互の友情を益々深めることが出来た
と確信しています。そして、今年も当クラブより33 名が貴クラブの 20 周年記念例会に参列させて頂き、誠に光栄と
感じております。
勿論、来年の 6 月 9 日に台湾、日月潭で行われます当クラブの 20 周年記念例会にも是非ご参列頂けますように
お願い申し上げます。
ところで、去年貴クラブからの義援金 10 万円につきましては、我々の手で台南地震の被害を受けた家族の皆様に
お渡した事をご報告致します。温かい心使いと思い遣りに御礼を申し上げます。
秋涼爽快の候（ 日増しに秋も深まり）、和田会長を始め、貴クラブ及び御家族の皆様方の益々のご活躍とご健康を
お祈り申し上げます。
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下関中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念例会・姉妹 締結調印式・祝賀会

プログラム

（ 敬称略 ）

下関中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念例会・姉妹締結調印式
18：00

点鐘・開会

司会：山下 雅之（ 幹事 ）

下関中央ＲＣ会長

和田

弘光

来賓･来訪者紹介

下関中央ＲＣ 会長

和田

弘光

会長挨拶

下関中央ＲＣ 会長

和田

弘光

来賓祝辞

ガバナー

田原

榮一

特別代表

永冨

稔

新竹東南RC 会長

劉

毅

日本国国歌 斉唱
中華民国国歌 斉唱
ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」斉唱
18：05

18：10

18：20

18：30

姉妹締結調印式

新竹東南RC 会長

劉明毅

下関中央ＲＣ 会長

和田

弘光

新竹東南RC 幹事

曾志 紘

下関中央ＲＣ 幹事

山下

雅之

国際奉仕委員長

陳志宏

奉仕プロジェクト統括理事
下関中央ＲＣ 会長

和田

弘光

優秀出席者発表

下関中央ＲＣ 会長

和田

弘光

畑

敏治

和田

弘光

SAA

点鐘・閉会

下関中央ＲＣ 会長

祝賀会
19：00

佐々木博昭

会長幹事表彰

SAA報告
18：40

明

司会：内田 賢太郎（ クラブ管理運営統括理事 ）

開会の辞

奉仕プロジェクト統括理事

歓迎挨拶

下関中央ＲＣ 会長

記念品・お土産品贈呈

佐々木 博 昭
和田

弘光

下関中央RC 会長･幹事･奉仕プロジェクト統括理事
新竹東南RC 会長･幹事･国際奉仕委員長

乾杯

19：15

祝宴

19：30

演奏

20：20

ロータリーソング「手に手つないで」斉唱

20：25

閉会の挨拶

20：30

閉会の辞

下関中央RC 会長エレクト

坂田

新竹東南RC 会長エレクト

盧

安章
國

棟

フリーバーズ
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下関中央ＲＣ 直前会長

山下

英行

国際奉仕委員長

今中

崇之
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下関中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念例会・姉妹 締結調印式・祝賀会

出席 者 名簿

（ 敬称略 ）

ご来賓
RI第2710地区 ガバナー
RI第2710地区 グループ1 ガバナー補佐
下関ロータリークラブ 会長
下関東ロータリークラブ 会長
下関西ロータリークラブ 会長
下関北ロータリークラブ 会長

田原 榮一
宮崎
隆
藤田
靖
活田 敬三
西
政次
堀川 国彦

下関中央ロータリークラブ特別代表
RI第2710地区 グループ1 ガバナー補佐幹事
下関ロータリークラブ 幹事
下関東ロータリークラブ 幹事
下関西ロータリークラブ 幹事
下関北ロータリークラブ 幹事

永冨
前田
吉岡
中嶋
平井
木内

稔
直巳
德人
伸
淳二
貴志

P.Sulfate夫人（会長夫人）
C.K.夫人（幹事夫人）

劉 陳 桂 蘭
林 若 楡

Dentist夫人（2018-2019会長夫人）
P.D.G.Stan夫人（前ガバナー夫人）
P.P.Textile夫人（前会長夫人）
P.P.David夫人（前会長夫人）
P.P.Tim夫人（前会長夫人）
P.P.Frank夫人（前会長夫人）
P.P.Life夫人（前会長夫人）
P.P.Ortho夫人（前会長夫人）

呉
謝
張
柯
黄
張
陳
彭

令
淑
秀
美
美
明
金
碧

琪
敏
澂
月
若
珠
釵
玲

GI夫人
Physician夫人
Vision夫人（国際奉仕委員長夫人）
Efon夫人
P.PLand夫人（前会長夫人）

陳
林
官
林
羅

淑
惠
春
佳
翊

姿
婉
蘭

新竹東南ロータリークラブ
P.Sulfate（会長）
劉 明 毅
C.K.（幹事）
曾 志 紘
Morgan（会長エレクト）
盧 國 棟
Dentist（2018-2019会長）
黄 堯 平
P.D.G.Stan（前ガバナー）
李 世 定
P.P.Textile（前会長）
彭 明 憲
P.P.David（前会長）
呉 遠 哲
P.P.Tim（前会長）
簡 庭 昌
P.P.Frank（前会長）
林 進 財
P.P.Life（前会長）
許 明 輝
P.P.Ortho（前会長）
范 揚 峰
Banker
陳 龍 蟠
GI
王 堅 達
Physician
蔡 景 銓
Vision（国際奉仕委員長）
陳 志 宏
Efon
陳 銘 賢
P.P.Surgeon夫人（前会長夫人）
李 瑞 雲
国際交流学生
Francesca Sophia Criminal

慧
菱

青少年交換派遣学生・青少年交換派遣学生ホストファミリー
マロリー シーハン

白水

民江

下関中央ロータリークラブ・事務局
会長（P.）
幹事
会員組織委員・ R財団委員
クラブ管理運営統括理事
青少年交換留学生副委員長、P.P.
会員組織委員・R財団委員
クラブ広報委員長
会長エレクト
奉仕プロジェクト統括理事
会員組織統括理事、P.P.
クラブ管理運営・奉仕プロジェクト委員
SAA、P.P.
会計、P.P.
副SAA
副幹事・プログラム委員長
青少年交換留学生委員長、P.P.
R財団委員長、P.P.
直前会長、P.P.
会員組織委員長、P.P.
事務局

和田 弘 光
山下 雅之
秋成宇多子
内田賢 太郎
川崎 啓司
川村 捷 哉
小林智亜紀
坂田 安章
佐々木 博 昭
髙木 道之
鷹野 芳和
畑
敏治
廣田千 知郎
前田 周作
松 浦 正徳
三宅 浩 史
矢田部 宏
山下 英 行
若松 敏幸
溝口 純子

奉仕プロジェクト委員長
クラブ広報統括理事
クラブ管理運営・奉仕プロジェクト委員

和田十糸恵
山下久 美子
今中 崇之
要田二 三子
川崎 宏 子
喜志永佳和
坂田

京子

髙木 朋子
田中富士 子

クラブ管理運営委員長

廣田
前田

恭子
洋子

三 宅 千里
矢田部五 月
山下美 津子
若松 鈴子

通訳者
（下関東ＲＣ米山奨学生） 馮

赫

蔡

秉

宸

林
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樺

楠

陳

文

絢

楊

巍
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写真集
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下関中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念事業

青少 年交 換プログラム
20 周年記念事業 〜青少年交換プログラム

委員長

三宅 浩史

我クラブの歴史に残る20 周年記念事業を行いたいという和田会長の熱い想いから、地区青少年交換プログラ
ムに取り組むことになりました。山口県立下関中等教育学校の白水桃菜さんをニューヨークに送り出し、代わりに
Mallory Ann Sheehanさんを受け入れ、一年間ホストクラブとして生活を支援し、成長を見守ることになりました。
9 か月を過ぎ、二人ともホストファミリーの優しさに包まれ同級生との楽しい生活の中で、たまにはホームシック
にもかかりながらも、異国の地で様々な経験を通じて見違えるような成長ぶりです。将来は必ず国際感覚を持った
社会人、母国も他の国も愛することのできる立派な大人に成長してくれるものと期待しています。

青少年交換派遣学生

白水 桃菜さん

【 8 月】
ロータリーの交換留学生に会いました。着く前から連 絡を取り合っていたので、とても話しやすく、みんな優しかった
です。私は英語が少ししか話せないと、スピーチで言ったら、とてもみんな
が優しくしてくれました。
ホストファミリーと、lake georgというところに旅行しました。ボートにのっ
たり、パラシューリングもしました。とても貴重な体験でした。休日は、ロー
タリーの方が、買い物と博物館に連れて行ってくれました。ホストシスターも
一緒に行きました。また、ホストファミリーとジムに行ったり、ゲームをしたり、
DVDをみたりします。
【 10 月】
Rotary weekend は highlandにいきました。私と交換留学で日本にいるマロリーの地元です。留学生はみんなとても
優しくヨーロッパの人はとても英語が流暢ですが私はまだまだです。話せなくても留学生は日本語と英語は真反対で使う
アルファベットも違う。私たちはほとんど同じだから少しできる。と励ましてくれました。私は本当にいい人に恵まれました。
Rotary weekendではリンゴ狩りやかぼちゃ狩りや主にファームに行きました。夜、一日はいつもとは違うホストファミリー
に引き取られました。女の子は２つのグループに分かれてそれぞれのホスト
ファミリーの家で寝ました。いつもと違う環境に行き、新しい人と出会うのは、
とても不思議な気持ちをもちました。いつもと違う家、朝ごはん、習慣、たく
さんの人と出会ってその家の習慣を知るのはロータリーだからだと思います。
二日目はみんなテントで寝ました。それはお金がない人に寄付したテントら
しいです。私たちは常に家で温かい布団で寝ることができることがどれほど
幸せか実感できました。
【 4 月】
3 つ目のホストに移動しました。ホストファミリーには３つとも恵まれまし
た。みんないい人ばかりで良かったです。
18 歳になりました。たくさんいわってもらいました。とても楽しい誕生日
になりました。最後のロータリーの行事は歌を歌ったり、日本語を少し話し
ました。あっという間に時間は過ぎてしまいました。残り100日をきりました。
帰国日は日本時間の 8 月10 日です。楽しみな気持ちと悲しい気持ちが交差
しています。
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青少年交換受入学生

マロリー・シーハンさん

In the Spring of 2016, when I first learned that I was going to do a one year exchange in Japan, my first
thought was, "Oh my god!". Being a foreign exchange student in Japan had been my dream since I was a
little girl, but now that it was actually happening I was very nervous. "Can I do this? Can I live in a culture
so different from mine, thousands of miles away from all of my friends and family?". Throughout this
past year all of my questions of doubt have been answered. When I first landed in Japan I could really
only say "こんにちは" and "はじめまして" with confidence. When I first began high school in Japan it seemed
that everyone was scared of me, and I didn't feel like my Japanese was good enough to talk to them. So
it was very lonely. But that loneliness made me want to study so much more! While I worked very hard
to improve my Japanese I was able to go on so many amazing trips with my host family and Rotary. Just
in my first few months in Japan I went to Kyoto, Osaka, Oita, Hiroshima, and Kumamoto! I saw so many
beautiful places and learned so much about Japanese
culture and the ideas of balance in life and art. It seemed
like ever yday I had a new amazing stor y that I could
not wait to tell to my friends back in America. One of
my most amazing experiences was meeting the Prime
Minister of Japan, Shinzo Abe! I was very nervous! When I
spoke to his wife I seemed to completely forget all of my
Japanese! But I am so happy to of met them. It was really
one of the most amazing experiences of my entire life.
It was around that time that I realized that my Japanese
was improving a lot! I would only speak Japanese to my
school friends and host family and before I knew it, what
started off as just "こ ん に ち は" turned into long stories
about trips I took and explaining what it is like in my
home countr y and how Japan is dif ferent. And before
I knew it, the students who used to be shy around me
became some of the best friends I've ever made! All while
having the chance to see the beautiful rural Japan for the
perspective of more than just a traveler. I have heard so
many stories, learned so much culture, and lived a life
I would have never thought possible one year ago when
the American Rotary told me I would be going to Japan.
It has been difficult and lonely and yet also enlightening
and wonder ful. I have truly grown into a new person
since coming to Japan and a thank Shimonoseki Chuo
Rotary Club for giving me such an amazing opportunity.
Thank you very much!
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直 近 5 年の活動
主なクラブ行事
・定例理事会
・RC会長旗争奪杯 下関市中学校野球大会
・年次総会
・5RC合同例会
・クラブ協議会
・観月会
・ 新春家族例会
・下関東RC･下関中央RC合同例会
・年度末家族例会
・クラブフォーラム
・ふく例会
・職場例会
・ 新竹東南RC 創立記念例会 参加
・下関中央RC 創立記念例会

奉仕活動
・こども110 番の家 旗･ステッカーの寄贈
・オレンジリボンたすきリレー in 下関
・火の山公園トルコチューリップ植え付けボランティア
・関門医療センター 本の寄贈
・芝刈り機･花壇の寄贈･花壇の管理･植物の植え付け作業

地区委員
2013-2014 年度
・副代表幹事

廣田千知郎

・地区幹事（ ロータリー財団委員会 ）

三宅

・地区幹事（ ロータリーの友部会 ）

喜志永佳和

・地区委員（ 国際奉仕部会 ）

畑

・地区委員（ 月信編集委員会 ）

要田二三子

浩史
敏治

2014-2015 年度
・グループ1 ガバナー補佐

川崎

啓司

・グループ1 ガバナー補佐幹事

坂田

安章

・グループ1 ガバナー補佐幹事

小林智亜紀
12
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第16 年度

2012〜2013（ 平成 24 〜25 年）

R I 会 長 ： 田中 作次
テ ー マ ： 奉仕を通じて平和を
ガバナー ： 大之木 精二

16 代 会長

矢田部

幹事

宏

山下

会計
廣田千知郎
S.A.A
喜志永佳和
会員組織委員会 統括理事
秋成宇多子
クラブ管理運営委員会 統括理事
田中富士子
クラブ広報委員会 統括理事
要田二三子
奉仕プロジェクト委員会 統括理事
小林智亜紀
ロータリー財団委員会 統括理事
畑
敏治
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第17 年度

2013 〜2014（ 平成 25 〜26 年）

R I 会 長 ： ロン D. バートン
テ ー マ ： ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を
ガバナー ： 沖田 哲義

17 代 会長

髙木

会計
鷹野

幹事

道之

坂田

芳和

S.A.A
田中富士子
会員組織委員会 統括理事
廣田千知郎
クラブ管理運営委員会 統括理事
山下 英 行
クラブ広報委員会 統括理事
遠山 辰雄
奉仕プロジェクト委員会 統括理事
喜志永佳和
ロータリー財団委員会 統括理事
和田 弘 光

14
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第18 年度

2014 〜2015（ 平成 26 〜27年）

R I 会 長 ： ゲイリー C. K. ホァン
テ ー マ ： ロータリーに輝きを
ガバナー ： 金子 克也

18 代 会長

若松

会計
和田

弘光

S.A.A
川村

捷哉

幹事

敏幸

前田

会員組織委員会 統括理事
廣田千知郎
クラブ管理運営委員会 統括理事
喜志永佳和
クラブ広報委員会 統括理事
三宅 浩史
奉仕プロジェクト委員会 統括理事
秋成宇多子
ロータリー財団委員会 統括理事
日髙 常 晴

15
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第19 年度

2015 〜2016（ 平成 27〜28 年）

R I 会 長 ： K. R. ラビンドラン
テ ー マ ： 世界へのプレゼントになろう
ガバナー ： 東 良輝

19 代 会長

山下

幹事

英行

田中富士 子

会計
喜志永佳和
S.A.A
坂田

安章

会員組織委員会 統括理事
髙木 道之
クラブ管理運営委員会 統括理事
佐々木博昭
クラブ広報委員会 統括理事
川崎 啓司
奉仕プロジェクト委員会 統括理事
三宅 浩史
ロータリー財団委員会 統括理事
廣田千知郎
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第20 年度

2016 〜2017（ 平成 28 〜29 年）

R I 会 長 ： ジョン・ジャーム
テ ー マ ： 人類に奉仕するロータリー
ガバナー ： 田原

榮一

20 代 会長

和田

幹事

弘光

山下

会計
廣田千知郎
S.A.A
畑

敏治

会員組織委員会 統括理事
髙木 道之
クラブ管理運営委員会 統括理事
内田賢太郎
クラブ広報委員会 統括理事
要田二三子
奉仕プロジェクト委員会 統括理事
佐々木博昭
ロータリー財団委員会 統括理事
矢田部 宏
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廣田 千 知 郎
Hirota Chijiro
生年月日

廣田歯科医院

昭和21年 9月 1日

趣味

（ 職業分類：歯科医 ）

下関市安岡町1-10-14 ／ TEL：258-4181 ／ FAX：258-0391

ゴルフ、
スポーツ観戦、
旅行、
読書

歯科医師（ 家族 ）5人、歯科衛生士 4 人、技工士1人、助手 2 人、受付 2 人で歯科

ロータリー歴
平成 8年 12月 20日 入会
1996-1997年度
会長
1997-1998年度
会長

医院を経営しております。一般的な歯科医業はもちろん歯科矯正、歯科口腔外科
や入歯等の色々な領域の専門知識も研修して専門分野、得意分野を活かしながら
日々の診療に励んでいます。又、人に優しくいつも笑顔にあふれる思いやりのある
歯科医院であり続ける事をモットーとしております。

メールアドレス

1

若松 敏幸
Wakamatsu Toshiyuki
2

生年月日

㈱ラグーンパートナーズ

昭和25年 11月 21日

趣味

下関市南部町2-7 ／ TEL：234-1436 ／ FAX：234-1493

アウトドア・食べ歩き・子供への本読み・映画

１は、事務所の、看板です！

ロータリー歴
平成 8年 12月 20日 入会
2014-2015年度

（ 職業分類：コンサルタント業 ）

会長

２は、自宅の庭のランです！
３は、会長時の記念撮影！

メールアドレス
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畑 敏治
Hata Toshiharu
生年月日

㈱ダイフク （ 職業分類：水産食品製造業 ）

昭和27年 6月 18日

趣味

下関市彦島西山町5-9-48 ／ TEL：267-1729 ／ FAX：267-2992

読書、旅行、
ゴルフ

国際ロータリーのブラジル世界大会の時に立ち寄ったエンジェルフォール（ ベネズ

ロータリー歴
平成 8年 12月 20日 入会
2009-2010年度
会長

エラ）の黄金色に染まった朝焼けに感動して！

メールアドレス

川崎 啓司
Kawasaki Keiji
生年月日

㈱サンワ電工

昭和32年 4月 7日

趣味

（ 職業分類：管工事業 ）

下関市東大和町2-15-18 ／ TEL：266-4128 ／ FAX：266-4130

日帰り温泉めぐり

家族写真は長男の結婚式（ 2014 年 ）の時のもので、左から、翔平（ 3 男 ）、智広

ロータリー歴
平成 8年 12月 20日 入会
2010-2011年度

会長

（ 2 男）、私、有岐夫（ 長男）、幸子（ 嫁 ）、宏子（ 妻 ）、公代（ 長女 ）です。実子は
3 男1女の 4 人です。
会社 創業は昭和 39 年 5月1日で、3 年前に 50 周年を迎えることが出来ました。

メールアドレス

業種は電気・管・土木・水道施設業で、従業員は 30 名です。会社写真は昭和 54
年に建て現在に至っています。
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三宅 浩史
Miyake Hiroshi
生年月日

㈱山陽電工

昭和33年 3月 29日

趣味

（ 職業分類：電気工事業 ）

下関市長府松小田本町15-27 ／ TEL：245-1812 ／ FAX：245-1815

旅行、
スキー

当社は父が昭和 32 年に創業しました。昨年、株式会社設立から50 周年を迎え

ロータリー歴
平成 8年 12月 20日 入会
2007-2008年度
幹事
2011-2012年度
会長

ることができました。従業員は15 名で主に公共建築物の電気設備工事や工場の
機械関係の電気工事を行っています。家族写真は今年（ 平成 29 年 ）正月、滋賀
県に住む長女が孫たちと帰省した時のもので、後列左から美沙子（ 長女 ）
・智子
（ 次女 ）と乙葵（ ヒマリ）
・妻の千里、前列左から響生（ ヒビキ）
・陽太（ ヒナタ）と

メールアドレス
d.sanyou@estate.ocn.ne.jp

私です。

矢田部 宏
Yatabe Hiroshi
生年月日

㈱ヤタベ

昭和29年 6月 20日

趣味

（ 職業分類：自動車部品付属品小売業 ）

下関市勝谷新町1-10-4 ／ TEL：256-1212 ／ FAX：256-1811

鳩レース、国内旅行、
ゴルフ

私達家族は旅行（ 国内外 ）が好きで、特に家内は何時も旅行に行く計画を立てよ

ロータリー歴
平成 9年 6月 13日 入会
2006-2007年度
2012-2013年度

幹事
会長

うとしています。次は誰の仲間と何処に次は誰の仲間と何処というように、好奇心
が大変旺盛です。私もお蔭様で旅行の回数が増えています。この写真はイタリア
フィレンツェでの家族写真です。カメラマンは私です。

メールアドレス
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髙木 道 之
Takagi Michiyuki
生年月日

(株)エミアス （ 職業分類：総合不動産業 ）

昭和37年 12月 1日

趣味

下関市一の宮住吉2丁目11-17 ／ TEL：257-0246 ／ FAX：257-0248

ゴルフ、模型作り、美術鑑賞

家族写真は次男の結婚式（ 2015 年 ）の時のものです。左前が友里香（ 次女 ）、

ロータリー歴
平成10年 3月 27日 入会
2003-2004年度
幹事
2013-2014年度
会長

大（ 三男）、明香（ 長女 ）、竜之介（ 長男）、開道（ 次男）、麻衣（ 嫁 ）、朋子（ 妻 ）、
輝彦（ 父 ）、私、一番前が出張りのキミ子（ 母 ）です。
会 社 創 業は1988 年 5月23日で 来 年 30 年を迎えます。現 在、従 業 員 数 70 名
山口県内 5 店舗で営業活動をしております。業種は、不動産の賃貸・売買・仲介

メールアドレス
takagi@emi.us.net

事業、開発事業、建売事業です。

山下 英 行
Yamashita Hideyuki
生年月日

山下工業㈱

昭和34年 2月 15日

趣味

（ 職業分類：鉄骨工事業 ）

長府扇町11-2 ／ TEL：248-4224 ／ FAX：248-0440

ゴルフ、魚釣り

写真は、いつも例会でお世話になっている、左から、麻美（ 次女 ）、美津子（ 妻 ）、

ロータリー歴
平成11年 3月 19日 入会
2012-2013年度
2015-2016年度

幹事
会長

結愛（ 孫 ）、コロ（ 愛犬 ）、そして私です。
会社創立は昭和 39 年で、業種は建築鉄骨工事業です。
（ 工場の骨組等を作って
います。）従業員は13 名です。写真の工場は平成 2 年に建て、現在に至っています。

メールアドレス
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和田 弘 光
Wada Hiromitsu
生年月日

㈲和田会計事務所

昭和28年 1月 26日

趣味

（ 職業分類：会計事務 ）

下関市彦島江の浦町9-10-15 ／ TEL：266-3732 ／ FAX：266-3835

読書

2016.1.2 自宅で！ 新作（ 長男）元太（ 次男）翔三（ 三男）私達夫婦です！ 家族

ロータリー歴
平成11年 4月 9日 入会
2009-2010年度
幹事
2016-2017年度
会長

揃って写った久し振りの写真です。
会社創業は平成元年10月2日。従業員6 名。業種は税務及び会計。優秀なスタッ
フに恵まれ感謝しています。

メールアドレス

坂田 安章
Sakata Yasuaki
生年月日

㈱ぬしとら （ 職業分類：損保保険業 ）

昭和27年 7月 20日

趣味

下関市羽山町4-1 ／ TEL：222-2861 ／ FAX：222-2261

映画鑑賞

上記は 3月19日の住吉神社で孫の賢祐君の宮参りの家族写真です。左から智則

ロータリー歴
平成12年 12月 1日 入会
2013-2014年度

幹事

（ 長男）、祥（ 嫁 ）、知優（ 孫 ）、京子（ 妻 ）、賢祐（ 孫 ）、私、嫁の母、嫁の父です。
創業 享保 4 年（ 1719 年 ）、会社設立 昭和 45 年（ 1970 年 ）、後 3 年で 50 周年を
迎える事になり、現在 23 名でやっております。私も7月から21代目の下関中央ロー

メールアドレス
sakata-nusi@vesta.ocn.ne.jp

タリーの会長になり、何も分かりませんが全力で取り組んでいきたいと思っており
ます。ご協力の程よろしくお願い致します。
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秋成 宇多子
Akinari Utako
生年月日

赤間醸造㈱

昭和24年 10月 12日

趣味

（ 職業分類：味噌・醤油醸造業 ）

下関市武久町1-6-12 ／ TEL：254-2422 ／ FAX：254-2423

美術鑑賞、映画鑑賞

家族は私と娘夫婦。

ロータリー歴
平成15年 1月 10日 入会
2008-2009年度
幹事

創業 明治元年10月、会社設立 昭和 23 年11月30日。150 年近く続く技術を守っ
て、おいしいお味噌とお醤油を造ってきました。技術と共に150 年現役の大杉樽
という器や天然地下水、国産原料など中味にも拘り、昔からの日本のものづくりの
伝統を絶やさないという理想をもって仕事をしています。近年はフリーズドライ味

メールアドレス
akinari@ymg.urban.ne.jp

噌汁やスイーツなど時代に合った新しい味も追求しています。

喜志永 佳和
Kishinaga Yoshikazu
生年月日

関門海運㈱

昭和22年 7月 25日

趣味

（ 職業分類：港湾運送業 ）

下関市細江新町1-1 ／ TEL：231-4611 ／ FAX：231-4638

スポーツ鑑賞、
ゴルフ
現在、我が家は 3 世代 7人で生活しております。昨年は内孫 3 人が、小学・中学・高校それぞれ1年

ロータリー歴
平成15年 3月 7日 入会

生でしたので、入学記念として家族全員で写真を撮りました。左から良治（ 長男 ）、私、佑磨（ 孫・

2011-2012年度

長男）、静江（ 嫁 ）、治枝（ 妻 ）、朱里（ 孫・長女 ）、昌平（ 孫・次男）となっており、賑やかで楽しい毎

幹事

日は、私の活力となっております。
会社の創業は昭和 44 年 12 月となっておりますが、平成 7 年 1月に前創業者より私が事業を引き継

メールアドレス

ぎ、現在に至っております。関門港に油槽所と油槽船を所有し、主に船舶の燃料油の供給やその他
港湾関係の仕事をしております。
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日髙 常晴
Hitaka Tsuneharu
生年月日
昭和27年 4月 22日

趣味

建和住宅㈱

（ 職業分類：建設業 ）

下関市熊野西町6-6 ／ TEL：253-2323 ／ FAX：253-2555

旅行・山歩き

ロータリー歴
平成16年 7月 2日 入会

建和住宅は、お客さまのセンスやこだわりを大切に、お客さまのニーズに合わせて、
ビルやマンションなどのあらゆる建物に対応でき、そしてインテリアコーディネート
やライフスタイルまでもトータルにご提案できる建築会社です。地震大国日本に
おいて、本震からだけでなく、余震の揺れにも耐えられる家づくりをご提案してい

メールアドレス

ます。

小 林 智亜 紀
Kobayashi Chiaki
生年月日
昭和46年 6月 1日

趣味

㈱小林設備

（ 職業分類：水道設備工事業 ）

下関市三河町12-12 ／ TEL：253-8063 ／ FAX：253-4613

観劇、
パワースポットめぐり

ロータリー歴
平成19年 12月 7日 入会
2010-2011年度
幹事

会社は、祖父、父、私と継承し平成 29 年 3月30日に 50 周年を迎えることが出来
ました。給排水衛生設備・空調換気設備・浄化槽メンテ等設備の新設、改修、修
繕をしております。従業員19 名でその内 6 人が親族の同族会社です。写真は今
年古希を迎える母、叔父、叔母を祝いお正月に大谷山荘で撮影したものです。一

メールアドレス

緒の町内にいるので何かにつけて集まり楽しく騒ぐ家族です。
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要田 二 三子
Kanameda Fumiko
生年月日
昭和26年 3月 8日

趣味

㈱こがた

（ 職業分類：印刷業 ）

下関市長府扇町9-12 ／ TEL：249-1155 ／ FAX：249-1156

園芸

ロータリー歴
平成20年 8月 1日 入会

手は考える無限の創造
手が創造する柔軟で多彩な作業
徹底した品質管理

入念な業務分析より作成した作業手順による作業

得意技
＊システム化された手作業

メールアドレス

＊発送配送管理

＊DM発送

＊データ修正･変換･出力 ＊郵便仕分けシステムの運用･一覧作成
＊目的に応じた出力･封入封緘･梱包作業･運賃等試算管理一式

鷹野 芳和
Takano Yoshikazu
生年月日
昭和26年 12月 17日

趣味

㈱ASKA

（ 職業分類：船舶電機工事業 ）

下関市大和町2-4-26 ／ TEL：261-2100 ／ FAX：261-2101

旅行、唄

ロータリー歴
平成22年 1月 8日 入会

私の唯一の孫です。この 5月で14 歳に成ります。中学校では、合奏部で活動し、
土日のお昼以降は、北九州の劇団で活動しています。

メールアドレス
yoshikazu-takano@aska-e.com
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田中 富士 子
Tanaka Fujiko
生年月日

田中金属㈱

昭和33年 12月 6日

趣味

（ 職業分類：旅館業 ）

下関市長府外浦町2-20長府SCテナントビル 2階 ／ TEL：246-3111 ／ FAX：246-3110

読書、映画鑑賞

新しいホテルの建設風景です。関門海峡の素晴らしい景観を、下関の美味しい食

ロータリー歴
平成22年 1月 8日 入会
2015-2016年度
幹事

を、下関温泉は、行き交う船を眺めながら部屋風呂で満喫いただけるようにと準
備をしていきます。
今年久々に子供？が集合しました。おすまししているのは、家族のお姫様メリーで
す。長男の豪一は、滅多に会えないので長い散歩にいっています。次男の駿次が

メールアドレス
tanaka@tanakahotelg.co.jp

床に座るといつの間にか膝の上に寝そべっています。

前田 周作
Maeda Shusaku
生年月日

㈲天恵堂薬品

昭和23年 10月 14日

趣味

（ 職業分類：医薬品販売 ）

下関市長門町8-10 ／ TEL：231-8478 ／ FAX：231-8478

和歌、
ゴルフ、農作業

弊社の前身は、1928 年 12 月8日に、有田ドラック天恵堂として創業されました。

ロータリー歴
平成22年 5月 7日 入会
2014-2015年度

幹事

1945 年 6月29日の下関空襲で灰塵と化す迄、大都市下関で家伝薬製造店として
繁盛してました。下関で初のネオンサインでの広告塔もあったそうです。
戦災と父のフィリピンへの従軍不在で、さらに金融封鎖で営業は一時途絶えまし

メールアドレス

た。2 度の移転は有りましたが、現在は“ 108 歳のサークル ”をテーマに、元気で
死を迎えるための方策、絶望的な病気を改復させる店として、頑張ってます。
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尾中 信仁
Onaka Nobuhito
生年月日
昭和38年 10月 22日

趣味

㈱尾中塗装店

（ 職業分類：塗装工事業 ）

下関市元町8-25 ／ TEL：223-3319 ／ FAX：223-1120

旅行、読書、映画鑑賞

ロータリー歴
平成22年 7月 2日 入会

会社創業は、昭和 45 年10月23日で、平成 29 年をもって47 周年を迎えます。業
種は塗装工事業で、年商は10 億円、社員は16 名です。会社写真は、平成 9 年に
建て現在に至っています。

メールアドレス
onaka02@onaka-paint.co.jp

川村 捷 哉
Kawamura Katsuya
生年月日
昭和13年 1月 15日

趣味

㈱カワムラ （ 職業分類：証券コンサルタント業 ）
新潟市西区五十嵐一の町6676-7 ／ TEL：246-5446 ／ FAX：246-5448

登山、
ゴルフ、読書

ロータリー歴
平成23年 4月 8日 入会

四十二年前の家族写真です。赤ん坊を抱いているのが妻 昌子（ 東京都出身 死
去 ）、赤ん坊は三男 健哉（ 浜松在住 42 歳 ）、妻の隣は二男 卓哉（ 成田市でスー
パー経営 49 歳 ）、私の隣は長男 仁哉（ 下関市で動物病院経営 50 歳 ）、立ち姿
は長女 和佳（ 新潟市で医師になった長男と4 人家族 55 歳 ）。

メールアドレス

ロータリー歴は新潟県長岡ロータリーに10 年間所属。証券会社勤務後新潟市で
学生アパート経営。下関在住。下関中央ロータリーに平成 23 年 4月入会。
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内田 賢 太 郎
Uchida Kentaro
生年月日
昭和45年 11月 25日

趣味

㈱内田塗装工業

（ 職業分類：塗装工事業 ）

下関市彦島西山町2-2-13 ／ TEL：267-5780 ／ FAX：267-5786

トライアスロン、平家太鼓、
ブラスバンド

ロータリー歴
平成24年 8月 3日 入会

当社は1998 年、先代が過去の経験を基に起業し、塗装工事・足場工事・看板工事の 3 つを柱として日々業
務に取り組んでおります。特に工場関係の保全業務に力を注ぎ、鉄鋼の防錆を得意分野とし、プラント構築
物など大型固定資産の延命に貢献しています。写真は現代表取締役「 内田賢太郎 」が 2016 年に挑戦した
隠岐の島ウルトラマラソン（ 100㎞）フィニッシュの瞬間です。体力づくりを目的とし軽い気持ちで 40 歳過ぎ
から取り組んだランニングでしたが、自分でも信じられない程の挑戦意欲が沸き、現在ではマラソンをはじ

メールアドレス

めロードバイク、スイムとトライアスロンの大会に出場できるまでの体力が付きました。
「 人生はチャレンジの
連続 」。枯れることのない老人になれるようこの先も鍛え続けていきます。

山下 雅 之
Yamashita Masayuki
生年月日
昭和42年 9月 26日

趣味

㈱アビーズ

（ 職業分類：自動車販売業 ）

下関市秋根本町2-10-14スカイビル 3F ／ TEL：256-7272 ／ FAX：256-8138

旅行

ロータリー歴
平成24年 8月 3日 入会
2016-2017年度
幹事

家族を紹介します。私と久美子（ 妻 ）、乃々
（ 長女 ）、葉瑠（ 長男）の 4 人家族です。
子供達がまだ幼稚園児のため、いつもバタバタと過ごしています（ 笑 ）
会社は平成 18 年 6月に個人事業から出発し平成 24 年 11月に法人化とし現在に
至ります。
「 お客様のニーズに添ったご提案 」をモットーにコンサルタント業務を

メールアドレス

中心に今までとは異なった自動車販売スタイルを目指し日々邁進しております。
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事務所前にて

佐々木 博 昭
Sasaki Hiroaki
生年月日
昭和39年 6月 20日

趣味

皇居前にて

秋月にて

日光華厳の滝にて

㈲佐々木アーキテクトデザイン１級建築士事務所 （職業分類：建築設計監理業）
下関市豊浦町豊洋台1-447-264 ／ TEL：774-0032 ／ FAX：774-0032

釣り、彫刻、旅行

ロータリー歴
平成25年 5月 31日 入会

法人設立して今年で12 年目になります。業種は建築設計事務所です。常に住まいに関わる仕事を
していたいという気持ちがあり、特に住宅設計を中心に業務展開しています。
左上の写真は事務所前にて、当社の優秀な警備社員？のケンタロウです。不審者、見知らない者を
決して寄せ付けません。
（ 笑 ）残りの 3 枚の写真は最近行った旅先での1コマです。私は旅行が趣

メールアドレス
sadoffice1612@jcom.home.ne.jp

味ですので暇を見ては色々な所に出かけるが楽しみです。職業柄でしょうか、景色より建築物に先
ず目がいくんですよね。しかしこれが仕事に結構役立っていて提案の引き出しが増え続けています。

松浦 政徳
Matsuura Masanori
生年月日
昭和53年 3月 7日

趣味

松浦司法書士事務所

（ 職業分類：司法書士事務 ）

下関市入江町3-12 ／ TEL：233-3307 ／ FAX：233-3308

ゴルフ、
自転車、
ジョギング

ロータリー歴
平成25年 5月 31日 入会

家族写真は、長女の七五三のお宮参りの時のものです。左から香織（ 妻 ）、愛（ 長
女 ）、私、由依（ 二女 ）です。
2006 年に司法書士資格を取得して、2009 年から下関に事務所を開設しました。
業種は司法書士事務で、妻も同じ資格を持っています。私を含め7 名のスタッフで

メールアドレス

日々業務を行っています。

m.matsuura@cure.ocn.ne.jp
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沖野 雅 昭
Okino Masaaki
生年月日
昭和34年 6月 12日

趣味

㈱大伸運輸

（ 職業分類：冷凍品運送業 ）

下関市彦島塩浜町3-14-4４号 ／ TEL：267-3770 ／ FAX：267-6577

ゴルフ、温泉、
旧軍のレストア

ロータリー歴
平成25年 9月 6日 入会

当社では、食品輸送、主に冷凍食品・チルド品・生鮮食品を小口から貸切りまで、
山口県下関市を主体として 関東地区までは、翌日配送にて対応致しております。
特に混載を重視し、お客様のニーズに合わせ、提 案・企画も致しております。輸
送形態も日々変化していく中で、今の時代に合った輸送をあらゆる状況に合わせ、

メールアドレス

日々輸送に取り組んでいます。

okino210e55@river.ocn.ne.jp

森野 勝通
Morino Masamichi
生年月日
昭和20年 12月 21日

趣味

㈲森野工業

（ 職業分類：左官工事業 ）

下関市形山みどり町11-36 ／ TEL：256-8068 ／ FAX：256-8353

ゴルフ

ロータリー歴
平成26年 6月 27日 入会

家族写真は 2016 年の夏休みにハワイに家族旅行に行った時のもので、左から泰
平（ 長男）、千恵（ 長男の嫁 ）、里奈（ 孫･中 2 ）、夏奈（ 孫･高1）、私です。
会社創業は平成 13 年 5月1日で、昨年15 周年を迎えることができました。業種は
左官工事業で、従業員は 26 名です。

メールアドレス
morino-kogyo@athena.ocn.ne.jp
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大塚 裕美
Ohtsuka Hiromi
生年月日
昭和49年 9月 6日

趣味

ヒーリングルームあおぞら （ 職業分類：アロマセラピスト）
下関市綾羅木新町2-7-6 ／ TEL：250-6647 ／ FAX：250-6646 ／ http://hr-aozora.com/

アロマテラピー、読書、旅行
「 癒すことで心豊かな社会を創る」事を、最大の目標として活動しております。アロマテラピー、カラーテラ

ロータリー歴
平成27年 7月 3日 入会

ピー、ハーブ、フラワーエッセンスなど、自然治癒力を整える自然療法での施術、カウンセリング、セミナー、
講座、人材育成、開業支援、サポートを行っております。生活習慣改善のため一般の方だけでなく企業での
活用、介護福祉施設との連携で健康寿命を延ばし、生活の質（ QOL ）を向上し、一人でも多くの方が健康で
いきいきとなっていただくことが、当店の喜びであり役割、使命だと思い活動しております。

メールアドレス
healingroom.aozora@gmail.com

4 人家族です。主人は行政書士・一級建築士で法律面、住居面から、皆様が快適に安心して暮らしていた
だけるお手伝いをしております。写真は店と施術中、講習中、私の家族と両親です。

上野 綾華
Ueno Ayaka
生年月日
昭和63年 7月 2日

趣味

弁護士法人ラグーン

（ 職業分類：弁護士 ）

下関市南部町2-7 ／ TEL：234-1436 ／ FAX：234-1493

弓道

ロータリー歴
平成27年 7月 3日 入会

下関の長谷川法律事務所で（ 平成２７年４月設立 ）、弁護士２人と事務員さん１人
の３人体制で働いています。相続、離婚、交通事故、企業法務や債務整理等、日
常生活における様々なトラブルに対応しており、事件解決に向けて日々がんばって
います。個人では刑事事件もよく取り扱っています。

メールアドレス

一人暮らしで、最近は趣味の弓道に没頭しています。

ueno@lagoon-law.com

31

＋＋＋ SHIMONOSEKI CHUO ROTARY CLUB ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

中島 忠 亮
Nakashima Tadaaki
生年月日
昭和52年 11月 22日

趣味

医療法人社団若葉会 中島クリニック （ 職業分類：内科医 ）
下関市田倉766 ／ TEL：257-3333 ／ FAX：257-3333

温泉、
海外旅行、
読書、
映画鑑賞

ロータリー歴
平成28年 11月 4日 入会

2016 年 12 月に入会いたしました中島忠亮と申します。生まれは母の故郷である
宇部市ですが、下関で育ち、小中高と地元で過ごしました。やはり地元の山口大
学医学部に進学し、以降は県内外で働いてまいりました。2016 年 5月、およそ20
年ぶりに帰郷し、父の作った中島クリニックに勤務し現在に至ります。地域の皆様

メールアドレス

に積極的に貢献し、微力ながらも努力してまいりたいと思います。ご指導ご鞭撻
をお願い申し上げます。
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奉 仕 プロジェクト・継 続 事 業
オレンジリボンたすきリレー in 下関 2016
実施日

集合場所

平成 28 年 10 月 20 日（ 日 ）＊小雨決行

カモンワーフ特設会場（「 ふぐの河久 」前 ）
＊設営、撤去、チラシ、風船の配布等のお手伝い、
開会式への参加

集合
7 時 30 分

終了予定は 11 時頃

「こども１１０番の家」幟 贈呈式
日時

寄贈品

平成 29 年 2 月 15 日（ 水 ） 11：30 〜

「 こども 110 番の家 」幟 200 枚、幟用ポール 150 本

場所
下関市役所本館 5 階 市長応接室
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火の山公園トルコチューリップ植え付けボランティア
実施日

参加者

平成 28 年 10 月 29 日（ 土 ）9：00 〜

下関中央ロータリー会員・家族
交換留学生
下関市立大学生（ 留学生 ）
ローターアクト

天候
晴れ
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15 名
1名
5名
2名

外部卓話
2016-17 年度 卓話者と演 題

（ 2015 年 7月〜 2016 年 5月まで）

2016年 7月15日（金）

2016年 7月22日（金）

感情移入を表現する

その辛さ、揉んでも治りません

㈱cinepos
鴻池 和彦 様

みらい整骨院
川島 一輝 様

2016年 9月9日（金）

2016年 9月16日（金）

日本銀行について

中小企業における
労務管理について

日本銀行 下関支店
岩田 和久 様

社会保険労務士
杉江 大輔 様

2016年 9月23日（金）

2016年 9月30日（金）

ホストファミリーを経験して

皮膚がんについて

㈱安成工務店
安成 信次 様

山口大学大学院病院
中村 好貴 様

2017年 1月27日（金）

2017年 2月24日（金）

がんを知って予防する

スペシャルオリンピックスに
出会って

下関医療センター
佐々木 功典 様

スペシャルオリンピックス日本･山口
角田 佳介 様

2017年 3月3日（金）

2017年 3月31日（金）

1. RI（国際ロータリー）と
TRF（ロータリー財団）の異同

がん対策の推進

2. 2016 年 4 月の規定審議会

2013-14 年ガバナー
沖田 哲義 様

山口県福祉部
渡邊 昭博 様

2017年 4月14日（金）

2017年 4月21日（金）

それ仏法はるかにあらず

リノベーションとまちづくり

慈光寺
木本 法秀 様

㈱金剛住機
木村 大吾 様

2017年 5月19日（金）

2017年 5月26日（金）

会計を取り巻く最近の動向

水産伝統食品の知恵と応用

山田康雄後任会計士事務所
山田 康雄 様

水産大学校
福田 翼 様
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新入会員 紹介
下関中央ロータリークラブに入会して

中島 忠亮

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、中島クリニック
の中島忠亮と申します。生まれは母の故郷である宇部市ですが、生後 2 か月から下関
で育ち、小中高と過ごしました。やはり地元の山口大学医学部に進学し、以降は県内
外で働いてまいりました。
学生時代は、脳外科医、救急医など将来の進路に悩みましたが、最終的には緊急性
が最も高い患者さんが搬送されること、自分の腕で人を救命できること、全身管理が可能なことなどから循環器
を主とした循環器・呼吸器・腎臓内科を選択しました。また、循環器内科のなかでも、高血圧の研究と心筋梗塞や
狭心症の治療を主とする心臓カテーテル手術を中心に研鑽を積んでまいりました。高血圧のメカニズムに関する
論文は、分不相応に高い評価を受け、2016 年に高血圧学会から名誉な賞を受賞しました。また、以前働いていた徳
山中央病院は、週刊朝日MOOK から刊行された「 手術数でわかるいい病院 2017 」心カテーテル治療部門で中国四
国地方ベスト 10 入りをはたしました。
2016 年 5 月、病床の父から中島クリニックを引き継ぐため、およそ 20 年ぶりに帰郷しました。久しぶりの地元
で右も左もわからない中、小中高の同級生であった松浦会員の強力な勧めと、会員であった父、明雄のアドバイス
があり入会させていただきました。入会後、当時の和田会長をはじめ、皆様の気さくで優しいお人柄にふれ、入会
してよかったと心から実感いたしました。
まだまだ社会貢献ができるほど徳も経験もない私ですが、地域の皆様に積極的に貢献し、微力ながらも努力し
てまいりたいと思います。これからのご指導ご鞭撻の程を、宜しくお願い申し上げます。

な か し ま

た だ あ き

中島 忠 亮
生年月日：1977 年 11月 22 日

入会日：2016 年 11月 4 日

職業分類：循環器内科医

勤務先：医療法人社団若葉会 中島クリニック
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思い 出 のアル バ ム
新年度夜間家族例会

2016 年 7月30日／下関グランドホテル

下関東・下関中央RC 合同例会

卓話例会（ 青少年交換留学生マロリーさん紹介・山下英行会員 べネファクター認証状受領 ）

2016 年 8 月26日／下関グランドホテル

2016 年 9月9日／下関グランドホテル

トルコチューリップ植え付けボランティア

観月家族例会
2016 年 10月7日／平家茶屋

地区大会

2016 年 10月29日／火の山公園

田原榮一ガバナー公式訪問
2016 年10月29・30日／広島

2016 年 11月4日／下関グランドホテル
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新春家族例会

2017 年 1月14日／マリーゴールド ガーデンヒルズ

ふく例会

2017 年 2 月10日／長府観光会館

グループ1・グループ 2 合同インターシティミーティング
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2017 年 2 月18日／シーモールホール

編集後記
今回の20 周年誌は、6月の台湾訪問に間に合うようにと計画されました。
15周年から、あっという間に 20 周年、いつもと同じ時が過ぎ、同じ行事を繰り返していますが一年、一年違ってい
ます。一年の短さと、5 年の長さを実感し、5 年間を駆け足で振り返りました。これからも、ロータリー活動が伝えら
れる広報誌になるよう一つ一つ努力していきたいと思います。

クラブ広報委員会

下関中央ロータリークラブ 創立 20 周年記念誌
発行：平成 29 年 6 月 7日
編集：クラブ広報委員会
印刷：瞬報社写真印刷株式会社

下関中央ロータリークラブ
事務所：下関市細江町 2 丁目 8-18 青木ビル 2F
TEL 083-231-1266
例会日：毎週金曜日
場

所：下関グランドホテル 3F

TEL 083-235-1266

要田 二三子

紙質：ヴァンヌーボ VG ホワイト

インク（1C）：青金（DIC620）

下 関 中 央 ロータリークラブ 創 立
周年 記念誌
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