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2017-2018年度 国際ロータリーのテーマ

幹事　松浦正徳
　早いもので、気づくと坂田会長と一緒に活動させていただきました一年間が過ぎていました。こ
の一年間、理事や会員の皆様のご協力を頂きまして本当に楽しい時間を過ごすことができました。
あっという間に過ぎ去った時間を思うとそれはこの時間が充実したものだったのだと思います。活動

している時、またその準備をしている時はそのようなことを思う暇もありませんでしたが。
　坂田会長の「クラブの元気で行動を」のスローガンの下、会員の皆様が楽しく活動に参加できるよう例会運営やクラブ運
営に気を遣ってきたつもりではありますが、今考えると至らない点が多々あったように思います。そのような時、会長をはじめ
会員の皆様の温かいフォローで何とか幹事の役目を一年間やり遂げることができました。本当にありがとうございます。
　個人的に会員増強と例会出席率の向上を目標に掲げやってきましたが、新入会員5名をお迎えすることができ、例会出席
率80％を達成できたことは、会員の皆様のご協力がなければ決してできなかったことだと思います。会員の皆様のご協力と
活動にこの紙面をお借りして感謝申し上げます。
　最後に、入会間もない私を幹事に指名していただき、一緒に一年間活動させていただきました坂田会長、そして一年間私を
支えてくれた家族に感謝を捧げましてこの一年間を締めくくらせていただきます。本当にありがとうございました。

下関中央ロータリークラブ 
会長　坂田 安章

　今年度の下関中央ロータリークラブの事業は三つの戦略的優先事項に表現されています。
　つまり「クラブのサポート強化」、「人道的奉仕の重点化と増加」、「ロータリー公共的イメー
ジと認知度の向上」の三点です。これらを念頭に置き、変革委員会を立ち上げ私が今年度テー
マにしました、「クラブの元気で行動を」を通して奉仕活動を主体に活動してきました。地区補

助金の申請も承認がおり、高木理事はじめ各関係者のお蔭で計画していた地区補助金事業プログラムについては、すべて取
り組むことができてほっとしています。
　会長になった当初は、まず何から手をつけて行こうかと考え松浦幹事と年間スケジュール等の作成から入り、地区研修
セミナーに参加したり、地区協議会にいったり、この一年の間、さまざま行事、催しや、会議に参加しいろいろな経験をさ
せて頂き、有意義な一年でした。
　会員増強におきましても5名の増強ができました。当初計画は2名でしたので本当に会員皆様のお蔭で増員する事がで
き、ありがとうございます。
　新竹東南ロータリークラブの交代式でも19名の参加を頂き、余興でも会員の奥様方のご協力で宴を盛り上げて頂き本
当にありがとうございました。　　
　最後になりますが、一年間無事に会長職を全う出来たのも松浦幹事、理事、役員、会員並びにご婦人、事務局のお蔭と思っ
ております。
　最後に陰でささえてくれた家内に感謝しております。
　一年間ありがとうございました。

「感謝」

「この一年間を振り返り」
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役 員

その他

継続委員会

変革特別委員会

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
廣田　千知郎

三宅　浩史
畑　敏治　　日髙　常晴

遠山　辰雄　　若松　敏幸

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 山下　雅之

内田賢太郎

沖野　雅昭　　大塚　裕美	
尾中　信仁　　永田　充	
森野　勝通　　若松　敏幸
関谷　　豊　　西川　裕之
植田　太朗　　藤﨑　崇秀
川村　仁誠佐々木博昭

公
共
イ
メ
ー
ジ

公共イメージ

田中　富士子

要田二三子
上野　綾華	　川村　捷哉		

中島　忠亮　	前田　周作

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 髙木　道之

山下　英行

尾中　信仁　鷹野　芳和　	

中島　忠亮　畑　敏治　	

三宅　浩史　矢田部　宏

ロ
ー
タ
リ
ー
財
団

ロータリー財団

米山記念奨学会

川崎　啓司

大塚　裕美
上野　綾華　川村　捷哉　	

日髙　常晴　前田　周作

会長：坂田　安章　　会長エレクト：秋成　宇多子　　副	会	長：喜志永　佳和	 	 	 	
幹事：松浦　正徳　　会計：矢田部　宏　　Ｓ	Ａ	Ａ：小林		智亜紀

会計監事：廣田　千知郎　	副	幹	事：佐々木　博昭	　　副ＳＡＡ：鷹野　芳和	・山下　英行　　

委	員	長：和田　弘光　　副委員長：秋成　宇多子	　　委	員：奉仕プロジェクト委員会メンバー	

委員長：坂田　安章　　副委員長：廣田千知郎・川崎啓司
委　員：秋成宇多子・喜志永佳和・松浦正徳・佐々木博昭・矢田部宏・山下雅之

2017-18 年度下関中央ロータリー委員会



　本年度も中央ロータリークラブでは山口県下関市総合支援学校への補助金事業をはじめ、様々な年間行事・ 奉仕活動
を行いました。写真とともにこの一年を振り返ります。

10月26日（木）　本の寄贈　山口県下関総合支援学校
幼児・児童向けの本の寄贈を行いました。
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2017年8月4日（金）　山口県下関総合支援学校「卓話」

9月1日（金）　補助金事業　山口県下関総合支援学校

・山口県下関総合支援学校へプロジェクターとスクリーンをセットで2台寄贈。
・ロータリーへの理解を深めてもらうための活動紹介。
・卒業する子供たちが活かされる社会での環境提供と就労支援。
・職場体験実習の受け入れと受け入れ企業の紹介。

総合支援学校について現状の把握・理解を深める。
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8月18日（金）　青少年交換派遣学生報告

■一年間のロータリー留学生活を振り返って　　白水　桃菜
　初めの一週間は毎日泣いていました。ホームシックで立ち直れないと思ったとき、先輩や他の人に相談し、その後は立ち直ることが
出来ました。
　学校生活は、正直とても苦痛でした。なにもわからない気持ちが理解出来る先生ばかりではなく「もういいよ」という様な先生が多
かったです。自分が何もできないのが悔しくて学校に行くのがストレスで、毎日辛かったです。友達の会話が理解できず、輪の中に入
れなかった時は、孤独感を感じていました。その時、日本ではいつも輪の中心にいたなと思い、とても日本が恋しくなりました。
　自分の英語力はこのままでは進歩しないと思い、自分から勉強を始めようと決意し、ネットでテキストを買いました。また、自分に合っ
た勉強法は、テレビなどドラマで人がコミュニケーションをしているのを見て真似をして使い、上達することができました。今も忘れな
いため、英語の映画などは英語字幕で見るようにしています。
　また日本語のテレビでも英語字幕にすることで、英語を同時に学ぶことができます。海外の人のユーチューブをみるのも、英語の習
得のやり方です。三ヶ月経ってやっと生活になれだしました。半年くらいたったころには、自分の言いたいことが言え、伝わるようにな
りました。やはり、耳から言葉が入ってくるので、聞き取りは一番早くに身につきます。その後は、自分の言いたいことを言う練習を何
度もやります。積極的に話すことで、会話ができるようになるスピードが変わります。行って感じてことは、初めの英語力がどれほど乏
しくても、自分の頑張る力で伸びます。
　私は、英語の力は無く、しかし自分の中で努力をしたから、ここまでの英語力に進歩したと思いました。やはり、黙っていると何も上
達しませんし、日本語を使い続けるとあまり良くありません。英語がある程度話せるようになった後は、友達とも仲良くでき楽しい留学
生活をおくることができました。自分の思ったことは、はっきり伝え「わからない所は聞く」の精神をもち、やっていくと良いです。また
留学後は価値観も変わり、見る視野が広がりました。山口県に住んでいて普通ではみれない部分や、考えないことを自分は深く考える
ようになり、「夢」も変わりました。この一年間は自分を大きく変える一年になり、このプログラムがあったから、いま、将来について大
きな夢を持つことができました。もし「留学はどうだったか?」と聞かれたら「楽しかった！！」だけではすまされない大きな変化や苦し
みもありましたがこの一年があったことに本当に感謝しています。

2月19日（月）　「子供110番の家」の幟寄贈　下関市贈呈式（継続事業）

下関市長・PTA参加による贈呈式の開催（校長・会長会で市内全域に配布）14：30～（市役所）

今回で現市長室での贈呈式が、終わり次回は新しい市長室。さようなら、旧市長室。



11：30 ～12：00　会長・幹事懇談会（3F清祥の間）
12：30 ～13：30　例会（3F望潮の間）
13：40 ～15：10　クラブ協議会（3F大慶の間）

11：30 ～12：00　会長・幹事懇談会（3F清祥の間）
12：30 ～13：30　例会（3F望潮の間）
13：40 ～15：10　クラブ協議会（3F大慶の間）

　ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各RCを以下のような目的をもって訪問するものと定義されている。
・重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる。
・弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う。
・ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる。また、地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰す
る。
　ガバナーの公式訪問は、加盟認証状伝達式、入会式、新会員のオリエンテーション・プログラム、表彰式、特別プログラム、
ロータリー財団行事あるいは都市連合会など、ガバナー出席の効果が最も上がるような時に行うものとする。多クラブ合同、
あるいは都市連合会会合においては、ホストクラブのみに限らず、全参加クラブを挙げての出席を強調すべきである。

室中俊郎
ガバナー補佐
訪問プログラム

ガバナー
公式訪問
プログラム
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9月22日（金）　ガバナー公式訪問（Governor's Official Visit）

9月8日（金）　室中俊郎ガバナー補佐訪問



地区大会in岩国
ロータリー第2710地区
2017-18年度ガバナー　藤中　秀幸
ホストクラブ	 岩国中央ロータリークラブ
コ・ホストクラブ	 岩国ロータリークラブ
	 岩国西ロータリークラブ
	 柳井ロータリークラブ
	 柳井西ロータリークラブ
開催期間　2017年10月27日・28日・19日
1日目　10月27日（金）和木ゴルフ倶楽部
	 記念ゴルフ大会
2日目　10月28日（土）岩国国際観光ホテル
	 RI会長代理ご夫妻歓迎昼食会・夕食会　会長幹事会
	 基調講演　日韓交流大会
3日目　10月29日（日）シンフォニア岩国・岩国国際観光ホテル
	 本会議（午前・午後）・昼食会・記念講演　懇親会
地区大会記念事業
　地区大会記念事業として岩国市横山の紅葉谷公園にイロハモミ
ジを植樹いたします。
　今年度ロータリークラブでは環境問題を踏まえ、より多くの植樹
を行うよう提唱されています。

地区大会はロータリークラブの会員が一堂に会して英知を結集し、交流と親睦を深める事を目的に毎年開催しています。
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10月27日（金）・28日（土）・29日（日）　地区大会 in 岩国

2月5日（月）下関市内5RC合同例会
11：45　AG・AGエレクト・各クラブ会長・幹事集合
12：00　各クラブ受付開始
12：30　例会
13：00　講演　　曹洞宗功山寺住職　有福　孝岳　様
14：10　例会終了
場　所：シーモールパレス「エメラルドの間」
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2月17日（土）　インターシティミーティング

3月8日（木）　下関東・ 中央RC合同例会

5月19日（土）　職場例会の実施　クラブ運営委員会と共同企画

インターシティミーティング
2017-2018年度　国際ロータリー第2710地区グループ1
・主催　第2710地区　グループ1ガバナー補佐　室中俊郎
・主管クラブ　下関西ロータリークラブ
・行事・講演　シーモールパレス（ダイヤモンドの間）
・懇親会　シーモールパレス（エメラルドの間）
・インターシティ　ミーティング　テーマ　「クラブの元気が地域の元気」
・講演　演題「元気なクラブとは」　パストガバナー　沖田哲義
・パネルディスカッション　テーマ「各クラブ自慢の活動」

空港見学会　全日空空輸㈱山口宇部空港所
集合場所：山口宇部空港　ANA受付カウンター
見学者：下関中央ロータリークラブ　26名
行政機関による見学協力
①�山口県山口宇部空港事務所：山口宇部空港概要
説明、屋上デッキ見学、国際線ターミナル見学

②�大阪航空局山口宇部空港出張所：管制塔見学

注意事項
①�制限区域への立ち入りに際し、事前に見学者の皆様のみ、山口県空港事務所に
空港内立ち入り承認申請を行い、臨時パスを発行していただいています。臨時パ
スのない方は、立ち入りができません。

②�上記臨時パスは必ず安全ピンを使用して、左胸につけ、なくさないよう十分に注
意する。

③�管制塔内は、携帯電話、カメラの携行が禁止されております。当該施設見学の
際は、事前に、ANA事務室内接遇室にて持ち込み禁止品を一時保管いたします。

当番：下関東RC
ところ：下関グランドホテル　2F　飛翔の間
スポンサークラブである東ロータリークラブとの合同例会です。
当番は交互に行われます。
1996�-1997　12月20日東クラブがスポンサーとなり、下関
中央ロータリークラブ設立。

スポンサー・クラブ（Sponsor Club）
特別代表の所属クラブが新クラブの「スポンサー」となるの
が普通である。スポンサー・クラブの最低会員数は20名要
する。スポンサー・クラブは次の責務を負う。
特別代表が、新クラブを立派に結成できるよう、その計画と
遂行を援助すること。
新クラブの初期のプログラム
ロータリー運動の1単位として、発展し始めた新クラブを指
導すること。
スポンサー・クラブは、新クラブがRI加盟の直後、少なくと
も1年間は援助することを要請される。

IMとはIntercity�Meeting：インターシティー・ミーティングの頭文字
で、近隣都市の複数のクラブで実施する都市連合会のことです。...クラ
ブ会員、全員参加です。この会合の大切な目的は、会員相互の親睦と
知識を広めることであって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、奉
仕の理想を勉強するために開催されます。
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10月28日（土）　トルコチューリップ植付ボランティア　下関市火の山

11月19日（日）　オレンジリボンたすきリレー　会場整備 ・ 撤収作業ボランティア
　会場整備及び撤収のボランティアに参加協力

毎年多くの観光客が訪れる「火の山公園トルコチューリップ園」の植え付けボランティアに、23名（会員12名・ご家族4名・
ローターアクトクラブ2名 ・下関市立大学留学生5名）参加を致しました。

2018年のデザイン
　火の山公園トルコチューリップ園『オルハ
ン・スヨルジュ記念園』のデザインについ
ては、ボスポラス海峡をイメージしたデザイ
ンを基本とし、今年は、イスタンブールと下
関の友好をチューリップの虹の架け橋で表
現しました。

≪トルコチューリップ園のデザインイメージ≫
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6月8日（金）　新竹東南RC会長交代式

姉妹締結している台湾の新竹東南RC、会長交代式が今年も行われます。総勢20名で行ってきます。



下関中央RC創立21周年記念例会並びに新竹東南扶輪社歓迎会。

11

11月18日（土）　中央ロータリークラブ21周年例会

▲留学生の皆さん、お手伝いありがとう！
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7月30日（日）　新年度夜間家族
例会

10月7日（土）　観月夜間例会

1月13日（土）　新春家族例会

4月7日（土）　新入会員歓迎花見例会

12月16日（土）　クリスマス例会

家族例会、楽しい思い出になりました。
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　今年度、新たに結成しました、ドラゴンレディーダンシングチーム
です。始まりは、坂田会長の創立記念例会時に新竹東南ロータリー
クラブの会員のおもてなしの中で、パフォーマンスチームをつくり驚
かそうという発案でした。台湾交代式の余興にも披露させていた
だきました。パフォーマンスチームは踊りだけでなく、ピコ太郎やブ
ルゾンちえみのコント等を演じたように、枠にとらわれないで自由に
やっていこうということにしました。練習も色々な公民館を借りて何
回か夜間にやってきました。
　これからも各年度の会長から依頼があれば、活動していきたいと
思いますし、メンバーも誰でも自由に参加して盛り上げていただけ
たらと思っていますので、よろしくお願いします。
坂田年度のダンシングメンバー（敬称略）

秋成、小林、田中、上野（以上女性会員）、坂田夫人、髙木夫人、

川崎夫人、内田、山下雅、佐々木、永田（退会）（以上男性会員）

Dragon Lady Dancing Team

6月30日（土）　新旧引継期末忘年家族例会
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会員誕生日
おめでとう！
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新入会員入会式

12月1日　関谷 豊 会員

1月13日　西川 裕之 会員

2月23日　植田 太朗 会員

2月23日　藤崎 崇秀 会員

6月1日　川村 仁誠 会員

本年度も中央ロータリークラブに
新しい仲間を迎えることができました、
皆さんのご活躍を期待しています！
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　海響館前のオーシャンズ若松法律事務所で勤務しております。事務所には，弁護士が3名，事務
員が5名おります。事務所が対応する事件は，相続，交通事故，債務整理（破産など），離婚，顧問
企業対応（契約書や文書の作成及びチェック・労使交渉など），刑事事件ほか，多岐に渡ります。
　未婚独身で一人暮らしです。ゴルフは，今のところ，期待したような上達はしておりませんので，
今後精進します。

オーシャンズ若松法律事務所　（職業分類：弁護士）
下関市南部町20－20－1F ／ TEL：234－1437 ／ FAX：234－1411

永田　充
Nagata　Makoto

生年月日
　昭和55年7月20日
趣味
　�ゴルフを趣味にしようと考え
ています（まだ趣味と言える
ほどのものではありません。）。

ロータリー歴
　平成29年5月12日�入会

メールアドレス
nagata@lagoon-law.com

　祖母が昭和13年に和洋裁縫女学院として創立以来今年で80周年になります。
　現在は厚生労働大臣指定で介護福祉士（国家資格）を取得する下関福祉専門学校、ファッション･
きもの･パソコン･ビジネス関係の資格を取得できる下関文化産業専門学校、文部科学大臣指定で高
等学校と同等資格が取得できる立修館高等専修学校を運営しています。また高齢者が学びで元気
になるデイサービス「おとなの学校下関小月校」は地域から大変喜ばれています。

学校法人 下関学院　（職業分類：教育関係）
下関市小月茶屋3丁目4-26 ／ TEL：282-0303 ／ FAX：282-0014

関谷　豊
Sekitani　Yutaka

生年月日
　昭和38年9月24日
趣味
　�温泉･映画鑑賞
ロータリー歴
　平成29年12月�入会

メールアドレス
seki0303@orange.ocn.ne.jp

　産業用燃料を通じて社会に貢献する企業でありたいと日々活動しています。
　関門・大分・水島での船舶向けバンカー業務、下関エリアで、小回りの利く企業・家庭向け燃
料を供給しています。
　家族は、左から妻の智子、次男翔太、長男の嫁のまい、それに長男龍太です。
　家族全員、カープ大好きファミリーです。

昭栄石油 株式会社　（職業分類：石油卸小売業）
下関市一の宮町4丁目5-8 ／ TEL：263-2244 ／ FAX：263-2299

西川　裕之
Nishikawa Hiroyuki

生年月日
　昭和33年5月24日
趣味
　ゴルフ
ロータリー歴
　平成30年1月13日入会

メールアドレス

新入会員紹介
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　夢は、スポーツをテーマにした街づくりです。
　現在は、家業の鉄工所で奮闘中です。

株式会社 山陽工作所　（職業分類：鉄鋼工業）
下関市長府扇町3-33 ／ TEL：248-3700 ／ FAX：248-3701

植田　太朗
Ueda　Taro

生年月日
　昭和51年1月19日
趣味
　�スポーツ観戦
ロータリー歴
　平成30年2月23日入会

メールアドレス

　弊社は、2014年設立のオランダ法人日本支店です。重工業向けロボットオートメーションを手掛
けるロボットシステムインテグレータです。日本はもとより、韓国・中国・東南アジアをビジネスエ
リアとしています。下関、そして下関中央ロータリーがもっともっとインターナショナルになるととい
いな、と思っております。私は、山口市出身で、妻と二人暮らしです。

クラネンドンク ジャパンB.V.　（職業分類：産業用機械製造・販売業）
下関市中之町11-13 ／ TEL：242-5444 ／ FAX：242-5445

藤﨑　崇秀
Fujisaki Takahide   

生年月日
　昭和48年3月14日
趣味
　�登山・スキー
ロータリー歴
　平成30年2月23日入会

メールアドレス

　平成30年6月1日に入会承認されました川村仁誠と申します。新潟生まれの新潟育ちですが、
20歳で山口大学獣医学科に入学してからは山口県民、28歳で下関市内の動物病院に就職してから
はずっと下関市民です。平成10年に開業いたしました動物病院がおかげさまで20周年を迎えるこ
とが出来ました。これからもご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

有限会社 かわむら動物病院　（職業分類：獣医師）
下関市長府江下町4-1 ／ TEL：246-5446 ／ FAX：246-5448

川村　仁誠
Kawamura　Jinsei

生年月日
　昭和42年1月25日
趣味
　�旅行・神社参拝
ロータリー歴
　平成30年6月1日入会

メールアドレス
jinsei@kawamura-pet.jp



18

新風 vol.22

2017年8月4日（金） 2017年8月25日（金）

学校の概要及び進路について 新たな時代の波頭を越えるロータ
リークラブの社会的使命と実践

山口県立下関総合支援学校 
校長 河井 正敏 様

進路指導課長 本田 健嗣 様
岩国短期大学 教授

山縣 明人 様

2017年9月8日（金） 2017年9月29日（金）

不易と流行 タイガーフークで学んだ事

梅光学院中学校・高等学校長
島田 清 様

チームタイガー代表
井上 大次郎 様

2017年11月10日（金） 2018年1月26日（金）

クラネンドンク日本支店
下関から世界へ 今年の運気

ラネンドンクB.V 日本支店長
藤崎 崇秀 様

慈光寺 住職
木本 法秀 様

2018年3月2日（金） 2018年3月30日（金）

大学改革 その後 捕鯨について

梅光学院大学 学長
樋口 紀子 様

下関市議会議員
福田 幸博 様

2018年4月13日（金） 2018年5月11日（金）

希望の街、下関の実現へ 地域で生きるを応援して

下関市長
前田 晋太郎 様

内日福祉会 ぱれっと
相談支援専門員/管理者

沖村 文子 様

2018年6月1日（金） 2018年6月15日（金）
ミッション！パッション！

ハイテンション！！
元気な下関のために

地域社会における 
ライフセーバーの必要性

下関商工会議所青年部 会長 
山崎 早緒吏 様

関門ライフセービングクラブ 
代表 立テ 俊典 様 
理事 村中 功一 様 

事務局長/理事 日下 義孝 様 

2017-18 年度　卓話者と主題　（2017 年 7 月〜2018 年 6 月まで）
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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30年 9月1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

編集後記
表紙は、坂田会長の希望で ｢感謝｣としました。
例会の最後の ｢手に手つないで｣と ｢感謝｣で一年を振り返りました。
知らなかったこと、勘違いしていたこと、知ろうとしてなかったこと等 、々
いろいろでした。充実した一年だったことを ｢新風｣よりお伝えできたら……。
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