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ガバナー年度の終了まで残すところ、後約１
ヶ月となりました。伝統ある当地区のガバナー
職をここまで大過なく務めることが出来ました
事は、地区内74クラブの全会員の皆さま方の温
かいご支援、ご指導の賜であり、心から感謝申
しあげます。
私にとりまして、大変貴重な、また得難い体

験をさせて頂きました事は、大きな喜びとする
ところであります。
昨年７月１日の東京での全国ガバナー会議に

始まり、元号も「平成」から「令和」に変更さ
れたこの１年間、365日の内、何らかのロータ
リー行事に関連した日数は、合計203日、ロー
タリー活動に情熱をかけた１年間と言えると思
います。
ガバナーとしての任務の中でも重要な公式訪

問では、７月第２週の高知東ロータリークラブ
より、遅くなりましたが本年４月の徳島プリン
スロータリークラブ、私のホームクラブであり
ます新居浜ロータリークラブ迄、地区内全74ク
ラブを訪問させて頂き、各クラブの皆さまに温
かく迎えて頂きましたこと、厚くお礼申しあげ
ます。地区内74クラブ、それぞれに特色を活か
し、また地域社会の中で存在感のある事業を展
開されており、そのご努力に敬意を表させて頂
きたいと思います。
ロータリークラブは奉仕の理念で結ばれた

職業人の集まりであり、ロータリアンとしての
絆は、大変強いものであることを実感いたしま
した。
この１年間、すばらしい出会いと感動の１年

間でありました。地区内パストガバナーの皆さ
まには、温かくご指導いただきましたし、８人
のガバナー補佐の皆さまには、特にお世話にな
り、感謝にたえません。年度初めの短期交換事
業から始まり、各クラブへの訪問、そして「IM」
の開催等々、そのご努力には、敬意と感謝の意

を表させて頂きます。本当にありがとうござい
ました。
また、地区の各委員会の皆さまにも、この１

年間のご努力に対しまして、敬意と感謝を申し
あげます。
ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会、
国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会、クラブ奉
仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、
広報IT委員会などの各委員長、委員の皆さま方
は、本当に献身的な努力を重ね、それぞれ素晴
らしい事業を実施して頂きました事、重ねて感
謝申しあげます。
特に感じましたのは、当地区は、青少年に対

する奉仕活動が充実している事を感じた次第で
あります。IA・RA・ライラ等、将来のリーダー
養成に注力している事は、必ず実を結ぶであろ
うと確信いたしております。
どんな組織であろうと、人と人とのつながり、
絆で成りたつものだと思います。
中でも、ロータリアンとロータリアンとのつ

ながり、絆は最高のものだと確信しております。
このつながりを今後とも重視して、奉仕活動に
進んでいきたいと考えております。
最後に、新居浜ロータリークラブの皆さまに

心から感謝申しあげます。36年ぶりのガバナー
輩出ということで、大変お世話になりました。
PETS・DTTS・地区協議会の開催、公式訪問の
随行、そして地区大会の開催、新居浜ロータ
リークラブの皆さまのご支援があってこそ、何
とかガバナーの責務を果たすことが出来ました。
心からお礼申しあげます。
次期ガバナーは徳島プリンスロータリークラ

ブより大島浩輔ガバナーが就任されます。是非
大島ガバナーにご支援を賜り、2670地区の益々
の発展にご助力賜りますことをお願い申しあげ、
退任のご挨拶とさせて頂きます。
誠にありがとうございました。
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徳島第Ⅱ分区

藤　田　定　吉
（徳島中央ＲＣ）

徳島第Ⅰ分区

若　木　康　正
（阿南ＲＣ）

ガバナー補佐退任にあたり、一言御礼申し上げ

ます。桑原征一ガバナーの地区運営方針でありま

す『共に考え、共に行動しよう！』を指針に、徳

島第Ⅰ分区内10クラブとの連絡役として、１クラ

ブ４回を目標にしてクラブ訪問を実施して参りま

した。

それぞれのクラブの歴史、奉仕活動、抱える問

題点など多岐に渡り、お話を聞かせて頂きました。

会員数・クラブの創立年数等によりクラブの雰囲

気や例会のやり方も全く違い、非常に勉強になり

ました。また訪問回数が増えるにつれ、会長様・

幹事様とのコミュニケーションも良くなり、ス

ムーズに任務を遂行することが出来ました。

私が心配しておりましたのがＩＭの開催であり

ます。徳島第Ⅰ・Ⅱ分区合同の開催で今年は、第

Ⅰ分区の担当でありました。徳島プリンスＲＣが

ホストクラブでした。大島浩輔ガバナーエレクト

が所属しており、次年度に向けての準備で大変お

忙しい時期でありましたが、亀井会長様、西岡

幹事様、坂田実行委員長様はじめ、徳島プリンス

ＲＣの会員の皆様のおかげで309名の登録をいた

だき、盛大に開催することができました。今回は

平成最後IM！！『ロータリーの今を知り未来を語

ろう』のテーマのもと第2680地区パストガバナ

ー安平和彦先生に『日本のロータリーの100年を

振り返って・・・新たなる100年に向けて・・・』

というテーマで基調講演をいただきました。研修

会の後大懇親会を開催し、県下ＲＣ会員相互の親

睦を充分に図ることが出来ました。

桑原征一ガバナーにはガバナー補佐の機会を与

えていただき御礼申し上げます。阿南ＲＣの皆様

には絶大な協力をいただき、無事大役を務めるこ

とができ心から感謝いたします。

この度、ガバナー補佐を退任するにあたり、一言

ご挨拶を申し上げます。所属クラブの推薦と強く背

中を押される形で引き受け、平成29年11月の研修

会で委嘱状をいただき、不安と戸惑いの中でスター

トした１年半余りの間、数々の出来事、そして多く

の人との出会いは、私にとって忘れることのできな

い貴重な体験となりました。

振り返ってみますと、「米山奨学生や短期交換学

生の面接」、大阪での「第３ゾーン戦略計画推進セ

ミナー」、「地区インターアクトクラブ年次大会」、

「米山協議会」等の行事が深く印象に残っており、

その都度様々な経験や勉強と感動があり、改めてロ

ータリーに出会えて本当に良かったと思っていま

す。第Ⅱ分区の11クラブへは、事前訪問・ガバナー

補佐訪問・ガバナー公式訪問への随行・事後訪問と

４回訪問させていだきましたが、どのクラブも温か

く迎えていただき、特色ある例会運営とクラブの歴

史と伝統に触れることができ、所属クラブしか知ら

ない私には貴重な財産となりました。

また、分区の大きな行事の一つである、合同ＩＭ

は、「ロータリーの今を知り未来を語ろう」とのテ

ーマのもと、講師の姫路ロータリークラブの安平

和彦様の基調講演と、第１部、第２部に分かれた

パネルディスカッションの開催、その後懇親会が催

され、徳島分区の21クラブの友情と交流を深める場

となりました。ホストクラブ並びにパネリストを務

めていただいた皆様のご協力に、厚く感謝を申し上

げます。

次期ガバナー補佐は、鳴門ロータリークラブの

芝野光様が就任されますが、私同様よろしくご支援、

ご協力のほどをお願い致します。

最後に、桑原ガバナー様をはじめ、地区役員の

方々、徳島第Ⅱ分区のクラブ会長・幹事並びに会員

の皆様、それからこの１年間一丸となって支えてい

ただいた所属クラブには、本当にお世話になりまし

た。改めて、心よりお礼と感謝を申し上げ、退任の

挨拶と致します。

ガバナー補佐退任のご挨拶
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ガバナー補佐退任のご挨拶

香川第Ⅰ分区

工　藤　達　夫
（高松中央ＲＣ）

香川第Ⅱ分区

藤　井　孝　一
（琴平ＲＣ）

早くも退任のご挨拶の時期となり、振り返りますと、

一昨年の10月にガバナー補佐をお受けすることとなり、

補佐の役割がどういうものか、全く理解できず、務まる

か？香川第Ⅰ分区10クラブの皆様のお役に立てるのか、

足を引っ張るのではないかと不安ばかりの日々でした。

11月に第一回目の「ガバナー補佐研修会」に参加して、

他の７地区のガバナー補佐の方々と顔あわせをして、

桑原ガバナーエレクト（当時）ご挨拶から研修がスター

トし、ガバナーエレクト事務所の方々のご挨拶、ガバナ

ーエレクトによるRI会長のRIのテーマ・ガバナーの地区

運営方針をお聞きし、補佐の役割をしていく過程で、ガ

バナーエレクトの優しくかみ砕いたご説明を聞く中で少

し気もほぐれ何とか足を引っ張らないよう頑張りたいと

いう気持ちになったことが思い出されます。

ガバナー補佐としての最初の仕事は、ロータリー財団

の地区補助金の会合。次に米山奨学生の選考。次に短期

交換派遣学生の香川分区の面接とニュージャージーから

の受入れホストファミリーのお願いでした。受入れに関

しては香川18クラブ全会員のご協力により、全く苦労は

ありませんでした。

次に香川第Ⅰ分区９クラブ訪問でしたが、これも、全

クラブ全会員の寛容の精神で迎えていただき感謝でした。

ＩＭについても、担当は、会員の少ない琴平ロータリ

ークラブさんでしたが、藤井ガバナー補佐初め会長・幹

事・会員が一体となり、最近特に問題となっている「い

じめ問題」「虐待問題」を考えて

「次世代を担う子供について考える」をテーマとして、

シンポジウムを「大人の事情・子供の事情」

基調講演はアグネス・チャンさんによる

「みんな地球に生きる人～次世代を担う子供を育てる」

と、今、考えさせられる問題をロータリアンだけでな

く全ての大人の問題として取り上げられました。出席さ

れたロータリアン・一般の人々が真剣に考えさせられた

有意義な勉強会でした。ありがとうございました。

振り返りますと、就任時ご挨拶で書きました通り、自

分が成長できるとお話させていただいた通り、自分が少

しは成長できたのではと思っています。

これからは少しでもロータリアンとして、クラブ・地

域にお返しができたらと思っています。本当にお世話に

なりました。ありがとうございました。

香川第Ⅱ分区ガバナー補佐を退任するにあたり一言御礼
の言葉を述べさせていただきます。
一昨年の10月に地区よりクラブへガバナー補佐推薦の依
頼を受けましてクラブ内での協議を経て推薦をいただきま
した。その時点ではまだガバナー補佐の役目を充分に理解
していなかったこともあり簡単にお引き受けしたわけです
が、ガバナー補佐研修、ＰＥＴＳ、ＤＴＴＳなど補佐とし
ての研修を受けて行くうちに地区内での補佐としての役割
を肌で感ぜられるようになりました。ガバナー補佐として
の１年間はその役割、役目の重大さを常に肝に銘じながら
務めてまいりました。分区内でのガバナー補佐訪問の際に
は各クラブの皆様には温かく迎えていただきましてありが
とうございました。卓話も気の利いた話をせねばならなか
ったのですが私流の卓話になり申し訳なかったと反省をし
ております。
各クラブを訪問させていただき感じましたことは、そ
れぞれの特色・伝統を踏まえたクラブ運営を行っておら
れ、地域に必要とされるロータリークラブ、地域に根差
したクラブ創りを目指して常日頃の活動を行っておられ
ることです。
まだまだロータリーとは？と聞かれましても答えられな
い部分も多くありますが１年間ガバナー補佐をお引き受け
し地区内外に出ることによって数多くのロータリアンと接
し、交流をいただくと同時に組織としてのロータリーを体
感し、ロータリーのそれぞれの分野で熱心にお世話いただ
いておられる方の姿を目の前で見せていただけたことは私
の今後の人生、ロータリー活動に生かされるものと感謝し
ております。また推薦いただきましたクラブの皆様にも日
頃の協力に感謝いたすと同時に何事にも代えがたいいい経
験をさせていただきありがとうございました。ロータリー
活動は家族の理解と応援なくしては出来ません。
良い仲間と家族これからも大切にして行きたいと思い
ます。
本年度の香川第Ⅰ・第Ⅱ分区合同ＩＭ開催に際しまして
は桑原ガバナー、安藤地区代表幹事他多くのロータリアン
のご参加ありがとうございました。皆様より良かったよ、
ご苦労様、のお声をいただきホストとしての役目を無事果
たせることが出来ました。ありがとうございました。ただ
残念なことは参加者が登録者数の３割程度であったことで
す。ＩＭの意義、意味、役割をお互いに考えてみる必要が
あるのではないでしょうか。
最後になりましたが１年間ご厚誼いただきました桑原ガ
バナー、安藤地区代表幹事、各分区のガバナー補佐の皆様
本当にお世話になりありがとうございました。ガバナー事
務所の皆様お世話になりました。
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高知第Ⅰ分区

門　田　幹　夫
（高知南ＲＣ）

高知第Ⅱ分区

大　杉　幸　雄
（中村ＲＣ）

2018-2019年度高知第Ⅰ分区ガバナー補佐を勤めさ
せて頂きました、高知南RCの門田幹夫です。昨年７月
にガバナー補佐に就任して以来、特にこれといった大仕
事もしないうちにあっという間に１年間が過ぎ去ってし
まった様に感じます。
一番最初の仕事は、まだガバナー補佐に就任していな
い時の米山奨学生の選考だったと思いますが、奨学生の
所属している大学と関係があるのではないかということ
でキャンセルされました。二番目は短期交換学生の選考
とニュージャージー州からのinbound学生の受け入れで
した。長年にわたり短期交換プログラムには関係してき
ていたものですから、これはすんなりと取り組むことが
出来ました。ただ、応募者が定員をオーバーしている
時の選考に当たっては一工夫も二工夫もいるように思い
ます。
ガバナー公式訪問に先立ってのガバナー補佐の各クラ
ブ訪問に際しては、ガバナー補佐研修で教わった本年度
バリー・ラシン会長のテーマ及び2670地区桑原征一ガ
バナーの方針をお伝えし、またガバナー補佐である私自
身を良く知ってもらうために「私の履歴書」というタイ
トルで卓話をさせていただきました。各クラブ訪問時に
は会員の皆様に温かい歓待を受けましたし、各クラブ独
自のクラブ運営方法を見させていただいて大変勉強にな
りました。ほとんどのクラブが抱えている「会員増強・
退会防止」の問題は、毎年の人口減少、地方経済の衰退
でやすやすと解決できることではなさそうです。桑原
征一ガバナーへの各クラブについての情報収集が充分で
あったのかどうかは疑問ですが、今となってはご容赦願
うほかありません。
ガバナー補佐にとってのbig event「IM」は、高知ロ
イヤルRCさんがホスト・クラブを快くお引き受けいた
だきました。今回は“「高知発」「奉仕、クラブ自慢、高
知自慢」など地方から発信できる事”というテーマで高
知分区15クラブに発表していただきました。各クラブ
それぞれから伝統的なまた奇抜な発表を頂き大変盛り上
がりました。（報告書をお読みください）高知ロイヤ
ルロータリークラブ及び参加いただいた会員の皆さんの
協力に感謝いたします。
最後になりましたが、桑原征一ガバナー、安藤賢一代
表幹事はじめガバナー事務所の皆様、他分区のガバナー
補佐の皆様、その他助言と協力をいただきましたすべて
の会員の皆様に感謝し、退任の挨拶とさせて頂きます。

高知第Ⅱ分区ガバナー補佐を務めさせて頂きました、中村ロータリークラブ所
属の大杉幸雄です。思い起こせば昨年の８月、ガバナー補佐に推薦され、事の重
大さに気が付かず図らずもガバナー補佐をひき受けてしまいました。１回目の補
佐研修、２回目の補佐研修、中村から新居浜までの３時間半。引き受けたものの、
私で勤まるのか？心配で心配で、道中の足取りが重くなっていました。が、１つ
の救いが有りまして、新居浜RCには、私の友人（同業者）が入会されていまし
て、桑原ガバナー、安藤代表幹事に、事前に私の事を話していてくれていたので
非常に助かりました。まず補佐としての私がしなければならない大きな仕事は、
高知第Ⅱ分区の会員の方に、桑原カバナーの方針をお知らせする事です。「共に
考え、共に行動しよう！」本年度のモットーです。しかし補佐には色々な役目が
有ります。思いがけない役割が有り驚きました。米山奨学生の選考会、短期留学
生の選考会。米山奨学生の選考は、柳澤パストガバナーや、香長RCの植田会員
が選考会に慣れているのに驚きました、頼もしいかぎりです。
短期留学生の選考ですが、大島エレクトが学生に対して流暢な英語で質問をさ
れるのに驚きました。高知西RCの竹内会員の的を得た質問に感心、竹内会員に
つきましては、11月９日、三翠園で行われました４クラブ合同夜間例会で素晴
らしいパフォーマンスを披露してくれました。同じく須崎RCの谷脇会員も見事
な演技で参加者を楽しませてくれました。８月20日には、桑原ガバナー、第Ⅰ
分区の門田ガバナー補佐、私の３人で県庁に出向き尾崎知事に表敬訪問、初めて
知事と話をしました。10月に入ると、エレクト事務所より次期のガバナー補佐
推薦の依頼有り。高知RCの森本会員に相談した結果、高知RCの野村会員に受け
てもらう事になりました。後日お会いする機会が有り誠実で、温厚な性格が顔に
出ているのを見て補佐に最適だと、ひと安心です
昨年は平成30年７月豪雨で宿毛RCのテリトリー内で大きな被害が有り、ガバ
ナー事務所より多額の義捐金を頂き、10月18日宿毛RCの通常例会に宿毛市長に
出席をしていただき、義捐金を贈呈し、宿毛市長から感謝状を頂きました。この
例会には、四万十RC、中村RCの会長・幹事、補佐の私、が出席をしています。
10月19日の昼前、大塚会員と県庁に出向きガバナー事務所からの義捐金を尾崎
知事にお渡ししました。当日の午後、高知県に義捐金を贈呈した四国管内の
有力企業、約30社に対して尾崎高知県知事自ら感謝状が手渡されました。なお
当日、会社関係以外で高知県から感謝状を貰ったのは、ロータリークラブだけで
した。
中村RC、四万十RC、宿毛RC。毎年、幡多３クラブで米山奨学生を迎えて合
同例会を行っています。今回は植田会員の希望も有り２名の奨学生に出席をお願
いし卓話をしてもらいました。高知RCがお世話をしているスリランカ出身のラ
ナワカゲ、チャミラデシャニさん。カウンセラーは河野会員。仁淀RCがお世話
をしている、ベトナム出身のグエンティドアンチャンさん。カウンセラーは門田
会員。カウンセラーのおふた方には大変お世話になりました。有難うございます。
１月19日、高知ロイヤルRCさんのお世話でIMが開催されました。
補佐には重大な仕事が有ります。第Ⅱ分区８名、それぞれの発表に対しての講
評です。前日熱が出まして、病院に行ったら、「インフルエンザの可能性有り。
検査では陽性ではないが、念のため点滴をしましょう。今日は大丈夫ですが明日
に発症の可能性があるので、安静にして明日また来てください。」「冗談じゃない、
明日は高知で会議が有って俺は発表をせんといかん」「病院としては責任が持て
ません、どうしても行くのなら保険証を持って行ってください。発熱をしたら近
くの医療機関に行き検査をして貰ってください。」
18日の夜、８名の発表者の方々の原稿に目を通し、真夜中近くまでかかりま

したが、ひとり、ひとりの発表者の講評を文章にして、代理での発表に備えまし
た。友人曰く、「今まで補佐が欠席のIMは無かった、何とかして行かんといかん」
この言葉に責任を感じていました。当日の朝、発熱なし。一路、ホテル日航旭ロ
イヤルへ。８名の方の発表も終わり、何とかかんとか、講評を述べる事が出来ま
した。
３月５日を以て高知第Ⅱ分区のガバナー公式訪問は終了しました。公式訪問前
の補佐訪問を含めますと担当クラブには２～３回以上おじゃまをしています。確
か一人で行ったのは、一回だけだと記憶しています。大杉さんを一人で行かせて
迷惑をかけてはいけないと、ベテラン会員、フレッシュ会員が必ず同行をしてく
れました。随行員が多いガバナー補佐でした。
12月～１月のガバナー公式訪問時、桑原ガバナーはスピーチの中でマイロー

タリーへの登録をお願いしていました。ガバナーの思いを会員各位に伝えるのが
役目の補佐ですから、中村方式の登録方法でもって％を押し上げるようお願いを
しました。
３月20日、帯状疱疹が左臀部に発生、座ることが出来ない状況、立ったまま

で食事、20日間は寝たきり。今でも痛み止めを服用しながら仕事をしています。
親善ゴルフにも行けず、悔しい思いをしています。帯状疱疹は治りにくいと聞い
ていますが、体調が整えばまたゴルフを楽しみたいと思っています。
長い文章になりましたが、桑原ガバナー、安藤代表幹事、第Ⅰ分区の門田ガバ
ナー補佐。温かく見守っていただきました。高知第Ⅱ分区の皆様、十分なお世話
が出来ず申し訳ありません。６月末までにはお礼を兼ね、高知第Ⅱ分区８クラブ
にお邪魔をしなければならないのですが、長い時間座っているのが苦痛、帯状疱
疹はなかなか手強い病気なので苦戦をしています。退任挨拶のメーキヤップは６
月を過ぎるかもしれませんが、皆様に会うのを楽しみにしています。

ガバナー補佐退任のご挨拶
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愛媛第Ⅰ分区

八　塚　誠　一
（今治北ＲＣ）

愛媛第Ⅱ分区

尾 山　　 勇
（松山南ＲＣ）

「井の中の蛙　大海を知らず」が如く不安と後悔で
引き受けたガバナー補佐もスタートしてからあっとい
う間の１年でした。無事大役を終えることが出来たの
も、飯尾前ガバナー補佐、桑原ガバナー、安藤地区代
表幹事、地区内の会長、幹事をはじめロータリアンの
皆様のおかげと感謝いたしております。
分区内の各クラブ４回の訪問をさせていただき、ど
のクラブにおきましても手厚く歓迎していただき大変
感動いたしました。会長、幹事さんを中心として会員
の皆様が一丸となり例会運営をされ、又、素晴らしい
ロータリーの事業活動をされていることを拝聴し感動
いたしました。大変勉強させていただきました。
ガバナー補佐の活動をさせていただく中、数多くの
会合に出席をさせていただきました。東京ホテルオー
クラでの基盤向上委員会、全国区のすごいメンバーで
の燃える様な会議、短期交換委員会、米山記念奨学委
員会、財団委員会等、どの会においても委員の方が熱
い思いの中運営されている姿に感動を覚えるととも
に、このような人たちが陰でロータリーをささえている
のだなと反省をするとともに勉強にもなり、ロータリ
ー人生において貴重な経験をすることが出来ました。
愛媛第Ⅰ分区のIMのテーマを「ロータリーの心と

原点」「基本に返ろう」とさせていただきました。講
師にロータリー100年の100人に選ばれた廣畑富雄先
生をお招きし、「ロータリーの心と原点」「基本に返ろ
う」のテーマで基調講演をしていただきました。
フォーラムにおいてはロータリーには大きな「変化」
の波が押し寄せ変貌をしていて「どこに向かって行く
のかロータリー」という中、平成もあとわずか元号も
変わろうとしている今、「立ち止まって考えてみませ
んか」と投げかけ、廣畑先生、安藤地区代表幹事をパ
ネリストとして意見交換をさせていただき、先生の著
書に書かれている「職業奉仕」を「職業サービス」と
置き換えると理解しやすい、ロータリーは友情を特別
大事にする団体である、職業分類が大切であり、皆で
魅力のあるロータリーにしていこう等、有意義な会が
開催出来ました。
１年間お世話になりました。分区ロータリアンの皆
様に、御礼と感謝を申し上げます。ありがとうござい
ました。

今年度桑原ガバナーのテーマは「共に考え、共に

行動しよう！」でした。

私が思う事は、基本に戻り親睦と奉仕を達成する

ために、まず例会出席を高めることを重点にガバナ

ー補佐として啓発活動をして参りましたが、クラブ

によっての個性が色々あり力及ばずと自己反省をし

ております。

また、国際ロータリーバリー・ラシン会長と桑原

ガバナーの共通の文章「素晴らしい事業は少数の熱

意ある担当委員会の皆様の献身的な努力で支えられ

ていますが、多くのロータリアンがロータリーにつ

いて十分、各種の意義ある奉仕事業について理解が

できてないのが実情であろうと思われます。」の方

針に基づいてIMでパネルディスカッションを行いま

した。

大勢の方にご参加頂きましたので、このIMがロー

タリアンの皆様が気づきのきっかけになれば幸い

です。

公式訪問で桑原ガバナーが「私は新居浜ロータリ

ークラブの事しかわかりませんでしたが、ガバナー

を受けて大海を知り、素晴らしい景色を見て良い

経験ができた」と言われていました。私も同様で

各クラブの皆さんから吸収させて頂き色々勉強させ

て頂きました。

この経験を活かし、ロータリークラブの会員増強

や活性化に結び付けたいです。

是非皆さんにも地区事業へ積極的に参加して頂

き、クラブ会員の研修の場としてご認識頂きそれぞ

れの家庭・職場・地域社会に帰り奉仕活動を理想と

されるロータリーライフを実現してください。

今後とも会員が集う例会でお互いが師となり徒と

なって奉仕の心を学び志の高い自己研鑽できるクラ

ブ運営をご期待申し上げます。

最後に勉強不足の私でしたので、この退任挨拶を

お借りしてお詫びと支えて頂いた皆様に感謝申し上

げます。

ありがとうございました。

ガバナー補佐退任のご挨拶
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クラブ奉仕委員会委員長

葛 石　　 智
（善通寺ＲＣ）

職業奉仕委員会委員長

増 田　　 忍
（新居浜ＲＣ）

クラブ奉仕委員会に出向して６年となりました。

委員長を引き継ぎまして何とかクラブ奉仕委員会の

あり方に進化はないものかと模索した時の経過でした。

皆様のこれまでのご協力によりまして、研修プロ

グラムの題目は変えずに、中身に時間をかけて作り

変えることが出来た終結の年度だったと振り返って

おります。年一回の委員会の開催であったとしても、

次期会長になる予定のクラブ奉仕委員は、この場に

臨んで何か得るものがあったとの感想をもらえる研

修会であるべきとして運営したつもりです。果たし

てその成果があったかどうかの判断は私の立場では

できないことではありますが、結果として、しっか

りとしたクラブ運営をされる会長が在任期間中に見

られたことが、内心、誰にも褒められませんが自分

の中では満足しているところです。目に見えぬ業績

報告となりますが、ここ最近の2670地区のそれぞ

れのクラブの会長さんの活動により、会員減少が止

まって若い新会員の顔が見られるようになったこと

が私の自負する現象として報告するものです。ロー

タリークラブは過去、出来上がった人々によって構

成されたクラブだから「育成する」や「指導する」

という言葉は慎みなさいと言われた時代がありまし

たが、今やCLPが叫ばれる時代となり、それなりに

時間をかけた静かなリーダー育成が必要になってき

ていると感じています。見て、肌で感じてリーダー

が育つのではなく、指導者の持続性ある育成理念に

よってリーダーが育つように思います。

改革は静かにやるべきです。お祭りではありませ

ん。退任に当たり、ロータリークラブの今後の発展

を願うならば、地区のクラブ奉仕委員会の重要性を

今まで以上に高めていただきたいこと、ガバナーエ

レクトは次年度地区組織編制時にはクラブ奉仕委員

会に対する価値認識を十分理解された上で全体の委

員会構成を考えていただきたいと願うものです。こ

れまでご支援、ご協力いただいた皆様、大変お世話

になりありがとうございました。感謝申し上げて退

任挨拶といたします。

2018-2019年度地区職業奉仕委員長を拝命した

新居浜ロータリークラブの増田忍です。本年度の地

区の職業奉仕委員会も各県１名体制でしたが、委員

全員が初参加でした。そして桑原征一ガバナーが新

居浜ロータリークラブ所属ということで私が委員長

という事になりました。

例年通り2018年２月にDTTS部門別セミナー

（職業奉仕委員会）を開催し、３月には地区研修・

協議会、部門別協議会（職業奉仕委員会）を開催し

ました。桑原征一ガバナーからは、各クラブの活動

状況・問題点等を協議しなさいとの指示でした。そ

こで最初にロータリークラブの歴史と職業奉仕の観

念を簡単におさらいしました。次に予め各クラブに

簡単な職業奉仕に関するアンケートを実施していた

ので、結果を発表しました。カウンセラーの亀井

義弘パストガバナーをはじめ各地区委員さんの協力

のもと、波風立つことなく無事終了しました。

職業奉仕はロータリー活動の根幹をなす委員会で

すが、地区と各ロータリークラブの関わり方が希

薄なように感じました。私の個人的な見解は、“ I

serve”が職業奉仕。“We serve”は社会奉仕。だ

から職業奉仕は地味になっても仕方がありません。

ロータリークラブは各クラブの自主性が重視され、

活動は基本的に単年度決算です。ガバナーの余程強

い拘りが無ければ地区の職業奉仕委員会の積極的な

活動はないと思います。しかしロータリークラブの

歴史と職業奉仕の概念の勉強は大変重要です。各ク

ラブにはロータリークラブに造詣の深い会員さんも

大勢いると思います。そういう会員さん達が交流で

きる機会をもっと増やす事が出来ないかなと考えさ

せられました。

次年度における地区の職業奉仕委員会の活躍を祈

念し、私の退任の挨拶とさせていただきます。

地区委員長退任のご挨拶
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社会奉仕委員会委員長

曽　根　正　夫
（新居浜南ＲＣ）

国際奉仕委員会委員長

一　宮　捷　宏
（新居浜ＲＣ）

社会に奉仕する……。普段から各々の職業をしっかりこな
し乍ら、人様の為に何かをする。この事はロータリアンなら
ずとも、一般社会人の中にもたくさん見受けられます。個人
活動よりもロータリークラブ社会奉仕委員会活動として、幅
広く深く地域社会のお役にたつ、何か？を模索、立案して、
それを実行に移すことが、より多くの人々に笑顔のある健全
で共に楽しく過ごせる環境づくりになるのではないかと思っ
ておりましたので、2670地区、74全クラブの社会奉仕委員
会のアンケートに対する紹介事例報告は大変参考になります。
桑原ガバナーが方針とされております「共に考え　共に行
動しよう！」は「社会奉仕活動を充実させるには一体、何を
どうすれば良いのか？」という目標、方針づくりにあたりま
しても大変励みになるものと受けとめておりました。とはい
え、私の今期のお役目は社会奉仕委員長としてのつとめを果
すことが求められておりましたので、先ず取りかかったのが
74クラブの社会奉仕委員長さんに現在実施している社会奉
仕活動内容とこれから予定する活動をアンケート形式で報告
していただきました。その集計記録を各県を代表する４名の
委員さんに２月25日開催のDTTSで閲覧していただき、各県
より２名ずつ８クラブを選び、３月11日実施の地区協議会
部門別会議の席上で発表していただく流れをつくることであ
りました。大切な行事の準備を短期間の内に整えるのは大変
ではありましたが、須崎ロータリークラブの堅田光義前委員
長さんに色々アドバイスをいただきながら、あわただしくも、
何とかお務めを果すことが出来、本当にほっこりしたのを思
い出します。（後でわかったことなのですが、堅田前委員長
はインフルエンザをこじらせ、声も出ない状態で入院してい
たにもかかわらず色々アドバイスをして下さいました。ロー
タリアンとしての責任と友情を痛感しております。紙面をお
借りして改めてお礼申し上げます。その節は本当にありがと
うございました。）
そんな経験もあり、私の次の大役をお受けになった徳島プ
リンスロータリークラブの平岡寿文委員長さんにはこの苦労
を味わってほしくないとの思いから、連絡を密にして、地区
研修、協議会に臨んだのも良い思い出として記憶に残りまし
た。不慣れから経験を重ねそのKnow-Howをバトンタッチし
ながら、大切な社会奉仕活動をより充実したものにするべく
継いでいってほしいと思います。
充実したものに、と言えば桑原ガバナーエレクト（当時）

に促されまして６月９日開催の近畿３地区と四国地区との４
地区合同委員会に参加させていただき、楽しく、情報交換な
どを含めて交流をはかりましたが、後日、2640地区（大
阪・和歌山・他）、2660地区（神戸・姫路・他）の社会奉仕
委員長様から、社会奉仕プロジェクト実績資料を大量に送っ
ていただき、大変良い刺激になりました事をご報告致しまし
て、退任のご挨拶とさせていただきます。

早いもので、第2670地区 2018-19年度国際奉仕委員長を
拝命してから１年が過ぎようとしております。日頃は国際奉
仕プログラムにご理解とご支援、ご協力を頂きありがとうご
ざいます。この度は１年という短い期間でしたが、退任する
事になりご挨拶を申し上げます。
振り返りますと、今まで国際奉仕関係に携った経験もなく、
一から勉強をさせて頂きました。2017年１2月10日観音寺
第一高等学校で行われた第1回長期派遣予定学生（2018-
2019）オリエンテーション及び2017-2018年度受入学生
Ｌ.Ｈ.Ｍ－Fisher（松山北ＲＣ）日本語プレゼンテーション
をスタートとして2018年１月･５月（日本青少年研究会千葉
会議）･６月･７月･８月･12月･2019年1月と長期交換小委員
会を中心に参加させて頂き、また、2018年３月及び2019年
２月のＤＴＴＳにも参加し、知識を深めさせて頂きました。
残念ながら短期交換及び国際奉仕ファンド小委員会は会合が
少なくスケジュールが合わず、出席が出来なくて、メール他
の報告になってしまいました。
国際奉仕委員会は上記３小委員会で構成されていますが、
短期は30名程度の人数で７～８月に20日間程の派遣及び受
入れ、また、長期は4名で１月･３月･８月から各々１年間の
派遣及び受入れと高校生が主に参加します。
ファンド小委員会はフィリピン及びタイ及びアメリカの対
象地区ＲＣと連携して、ＡＥＤや浄水器の金銭的物理的援助
や指導、またＲＩ7475地区(米国ニュージャージー州)の障
害者自立支援センターへの金銭的援助が主な役割となってお
り、特に東南アジア２国には、小委員長他関係者が出向き熱
心に指導されている事には目を見張る所があります。
昨年、委員長就任時にも書きましたが、長期･短期交換プ
ログラムは高校生であり血気盛んな年頃で種々の人的リスク
があり、委員長はじめ地区委員の皆様はもちろんの事、ホー
ムステイ等の関係者の努力と情報の共有化や連携の中、成り
立っております。これらの対策が充分かどうかが経験上非常
に心配した所でありますが、本当に熱心に対応されている事
に感動しました。
本年度は短期交換は受入れで７月初旬の大雨･洪水により
広島への小旅行のルート変更はあったものの派遣共に大過な
く実行出来たと思います。
長期交換は派遣は大過なく生活している様子がメール報告
で伺えますが、受入れについては２人が病気になり、１人は
なんとか回復したものの１人は期中での帰国となった事は残
念ではありましたが、関係者の努力は大変立派だったと思い
ます。今回でつくづく思うのは、交換前の健康診断や持参薬
の対応力が日本に比べレベルが低いのではないかと痛感させ
られました。いずれにせよ、人を預る事によるリスクは大変
な事である事は間違いありません。
１年間という短い期間でありましたが、各小委員会の委員
長はじめ関係者には頭が下がる思いで、自分自身報告等聞き
ながら何も出来なかった事を反省すると共に心よりお詫びを
申し上げます。
今後共、皆様の努力と奉仕の精神により末永く国際奉仕委
員会が継続される事を願って止みません。
本当にありがとうございました。

地区委員長退任のご挨拶
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青少年奉仕委員会委員長

古 川　　 充
（脇町ＲＣ）

ロータリー財団委員会委員長

前　田　直　俊
（坂出東ＲＣ）

青少年奉仕委員会は、インターアクト委員会に出口隆久委員長（御所
RC）、ローターアクト委員会に井上貞人委員長（北条RC）、ＲＹＬＡ
（ライラ）委員会に藤原賢治委員長（徳島プリンスRC）、新世代委員会に
高岡淳委員長（伊予三島RC）にそれぞれお願いをし、どの委員長も複数
年地区委員を経験された方々ばかりで、熱心な活動を致しました。
インターアクト小委員会に於きまして、当地区ではクラブ数、会員数
とも僅かに増加傾向にあり、高校の先生方とロータリークラブとの関係
が非常に上手く行っている状況であります。今期、今治ＲＣの提唱で今
治明徳高校矢田分校インターアクトクラブが新たに設立され、７月21日
に認証状伝達式を行いました。ご尽力を頂きました今治ＲＣ、関係各位
の方々には、厚く御礼申し上げます。インターアクト委員会は、会長幹
事会を前期６月９日に四国中央市福祉会館で開催し、７月28日にＩＡＣ
年次大会が、鳴門市鳴門渦潮高校で開催されました。鳴門ＲＣが提唱さ
れております鳴門渦潮高校IACの皆さんがホストをされ、大会テーマ
「私たちが今できること　Change the future」の下に、開催されました。
本来であれば、28日・29日の二日間の日程で開催予定でしたが、台風
12号の影響のため１日に短縮した日程で開催されました。記念講演に絵
本童話作家のくすのきしげのり様をお招きし、大変わかりやすいご講義
に多くの参加者が感銘を受けられたのではないかと思います。鳴門渦潮
高校ＩＡＣの皆さんは元より、顧問の先生方、そして丁井実行委員長を
はじめ鳴門ＲＣの方々のきめ細やかなサポートにより、終えることがで
きましたことに、関係各位に対しまして、改めてお礼を申し上げる次第
でございます。
ロータアクト（RAC）委員会は、ＲＡＣが愛媛3クラブ、香川3クラブ、
高知と徳島が1クラブずつのクラブが活動を致しております。RACの地
区内行事は、年間に4回行われております。７月８日第一回会長・幹事
会が行われる予定でしたが、台風7号による西日本豪雨となり、やむを
得ず第一回会長・幹事会は中止となりました。９月８日・９日地区内交
流会、４月７日第２回会長・幹事会は、予定通り開催されました。地区
大会は６月15日・16日に高松市に於いて行われます。また、今年度は、
2670地区の担当で、１月26日に第３ゾーン会議も高知で開催されまし
た。７地区交流会では、山陽・山陰の中国地方と九州と四国の７つの地
区が合同で交流と研修をしております。そして全国ローターアクト研修
会では近隣地域だけではなく、全国34地区のメンバーと交流がなされて、
今年度31回目の開催となります。今期は福岡県博多市で全国IAC研究会
と共に盛大に開催されました。このようにクラブ内だけではなく地区を
も超えて日本全国・世界中でローターアクトの活動がなされております。
ＲＹＬＡ（ライラ）委員会は、２月３日第11回全国RYLA研究会が、

神戸商工会議所にて開催されました。そして第41回RYLAセミナーを
2019年５月23日（木）～26日（日）に、テーマを「道筋」とし、講師に蔦哲
一朗氏、くすのきしげのり氏をお迎えし開催致します。そして今年度の
RYLAは、当2670地区、藤原賢治RYLA委員長が、ディーンを務めます。
また、RYLAの先駆者であられます今井静雄先生、深川純一先生を亡く
してからの初めてのRYLAとなります。ＲＹＬＡは、青少年指導者養成
セミナーを意味しますが、指導者となる青少年だけではなく、ロータリ
アンも参加することにより、ロータリー理論を学ぶ機会にも恵まれ、ロ
ータリーの理解を深める一助となると確信を致しております。
新世代委員会では、少年少女キャンプのサポートをはじめ、児童への
食育教育、貧困と児童虐待の二つについて、取り組んでおりますが、そ
れ以外の青少年奉仕全般について、各クラブの方々と、連携をとりなが
ら、情報交換を進めて参りました。そしてfacebookでの情報発信も行っ
ております。また、食育について活動をされている各クラブの方々には、
アンケートにお答え頂き、誠にありがとうございました。
今年度も、青少年奉仕に、ご理解とご支援を頂きました事に厚く御礼
を申し上げ、退任の挨拶と致します。

2018-19年度 桑原征一ガバナー年度がもうすぐ終了する
時期となりましたが、皆さんのロータリー財団への日頃の御
指示、御支援に対しまして心から御礼申し上げます。
６月末の最後の総仕上げを目指しまして、ロータリー財団
委員会として一年間の反省と次年度の目標づくりに頑張って
おります。
地区補助金管理セミナーは下記の日程で、二回開催されま
した。いずれも沢山のクラブの会長幹事及び財団委員長の出
席を頂きました。これらのセミナーは、地区補助金申請につ
ながったと思います。
2018年12月２日（日）開催場所：リーガロイヤルホテル新居浜
2018年12月８日（土）開催場所：徳島グランヴィリオホテル
地区補助金につきましては、54件の申請があり、承認さ

れ順調に実行されて各クラブの実施報告書を待つのみとなっ
ております。（内１件はプロジェクト中止の為返金済み）
なお、地区（補助金）奨学生は１名です。
瀧良介／イギリス／ロンドン大学付属コートールド美術研究
所／阿波徳島ロータリークラブ推薦
グローバル補助金は、高知南ロータリークラブ提唱のブラ
ジル医療支援研修第２回（VTT）が承認され、実行されました。
ロータリー奨学生（グローバル補助金奨学生）は、以下の
２名です。
小出真理子／イギリス／リーズ大学／鳴門ロータリークラブ
推薦
廣瀬麻里奈／オーストラリア／オーストラリア国立大学／さ
ぬきロータリークラブ推薦
皆様からの御寄付については、2019年５月５日現在、（6
月末で変動します）年次寄付小計は、＄273,859.37です。
ポリオプラス小計が＄43,696.74ドル。恒久基金小計は、
＄17,157.47で、一人平均＄90.05になっています。大口寄
付（一括で＄10,000以上）は1件。ベネファクターは２件。
冠名基金は０件。PHS（ポールハリスソサイエティ）は１件
です。
なお、DDFよりポリオプラスに＄30,000。ロータリー平
和センターに＄10,000.重点分野への寄贈 水と衛生
＄20,000に寄贈しました。
2018年ポリオの無い世界を作ろうと、ポリオ終結宣言が
出されましたが、参考までに５月16日までの野生株による
ポリオ症例数はパキスタン11例、アフガニスタン7例、計18
例となっておりポリオがこの世界から完全に無くなるにはま
だ時間がかかりそうです。
年次基金寄付０クラブは、昨年同様今年も皆様の協力でな
くなりました。ありがとうございました。終わりになりまし
たが、本年度も、地区ガバナー、ガバナー補佐、地区役員、
ロータリー財団委員会並びに各クラブの会長、幹事及び会員
の皆様の御協力に心から感謝いたします。追伸（最終報告は
地区概況報告誌の地区財団部門に掲載予定です。）

地区委員長退任のご挨拶
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米山記念奨学委員会委員長

石 村　　 浩
（川之江ＲＣ）

広報・I T委員会副委員長

藤　岡　直　哉
（東予ＲＣ）

地区内ロータリークラブの皆様方には、日頃より米山
記念奨学事業に対し多大なご支援ご協力を賜り誠にあり
がとうございます。
ロータリー米山記念奨学会は、主としてアジア諸国、
又はその他のロータリー所在国の学生又は学者に対し、
わが国において勉学、研究するために、日本全国のロー
タリアンの寄付金を財源として、奨学金を支給し支援す
る民間の奨学団体です。将来母国と日本との懸け橋とな
って国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学すること
で、ロータリーの理想とする国際理解と親善に寄与する
ことを目的としています。
第六代理事長小沢一彦氏は、“米山記念奨学事業の最
大の財産は「学友」”と述べられていました。今年１年
「日本とロータリーのファンづくり」のテーマで運営さ
せていただきました。１年間奨学生と繋がり、貴重な
「米山学友」という財産として送り出すことが出来たか
どうかの評価はずっと先になろうかと思いますが、お
世話していただいた奨学生が活躍されることを願って
います。
米山記念奨学会は昨年、財団設立50周年を迎えまし

た。その際に米山学友たちが周年記念事業として世界的
ネットワークで自主的に世界米山学友を立ち上げまし
た。米山記念奨学事業に感謝し、設立総会を震災間もな
い熊本の地で開催して、当日の収益などを震災復興に寄
付されました。世界米山学友はそれぞれの国で、それぞ
れの立場で活躍されている皆様が、２年に一度（次回は
2019年７月27日モンゴル）一堂に会して情報交換や友
好を深めたりして、より米山記念奨学事業への感謝に報
いるようになりました。そんな米山学友に会うと、奨学
金だけでなくカウンセラーやロータリークラブでお世話
いただいた事に対する感謝を強く感じます。累計では２
万人を超える学友が「平和日本を世界へ」の気持ちをも
ち、当初のロータリアンたちの願いは半世紀の時を経て
少しずつ花となり、実となっていると感じています。
このように、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となる、す
ばらしい人材を育て、ロータリーの目指す“平和と国際
理解の推進”につながる米山事業を永続・発展させて欲
しいと願っています。カウンセラーやお世話クラブとし
てお世話いただいた皆様はじめ、ご寄付を多くいただき
ました皆様方に厚く感謝申し上げ、米山記念奨学事業の
永続的な発展の為、今後ともご支援、ご協力をお願い申
し上げます。

本年度も早くも終ろうとしております。皆様方におか
れましては充実した１年間をお過ごしになられた事とお
喜び申し上げます。地区広報・ＩＴ委員会をご支援いた
だきまして大変ありがとうございました。昨年の2018-
2019年度　DTTSから始まり、あっという間に終わろ
うとしています。１年間はとっても早く過ぎてしまい、
なかなか皆様のお役にたてることが出来ず不完全燃焼で
申し訳ありません。
さて、昨年の月信でもお伝えしましたが、広報・ＩＴ
というのはロータリー活動の中でもとても大切で重要な
役割だと考えています。週報は会員間の情報発信やロー
タリーの様々な記録としての大切な資料です。また、ガ
バナー月信は地区内の皆様への大切な情報発信及び学び
の資料としてとても役立つ資料の役割を担っています。
そして、委員会の事業として本年はＭｙＲotary への
登録・・100％を目指していました。本年度も、各ロー
タリークラブで推進していただきたく2018年３月に開
催された、地区研修の広報・IT委員会でＭｙＲotary の
説明と登録方法を実際に研修させていただきましたが、
まだまだ地区内の加入状況は少なくて、加入促進をして
いかなくてはなりません。なかなか加入が進まないのは
ＭｙＲotary への登録の方法や、ＭｙＲotary の内容の
メリットの説明が不足しているのかもわかりません。そ
のあたりは、広報・ＩＴ委員会の指導不足な面が大きな
原因かもしれません。私が所属している東予ロータリー
クラブでは広報委員会主催でＭｙＲotary 登録の勉強会
を開催しました。広報委員長が丁寧に説明しながら研修
をさせていただいたのですが、メンバーの皆様に十分伝
わって学びになり登録まで繋がったかどうかは地区内同
様に成果が出ていないかもしれません。もっと積極的に
クラブ内の研修に関わり推進していくことが出来なかっ
たところは反省しなくてはいけません。
今後も引き続きＭｙＲotary への登録を推進し続けて
いかなくてはならないと思いますので、ロータリーメン
バーの皆様におかれましてはご協力をお願いいたしま
す。必ずメンバーの皆様の学びにお役に立つツールであ
りますしロータリークラブの運営にも役立つツールで
す。よろしくお願いいたします。
最後になりますが、この１年間　広報・ＩＴ委員会の
活動に対しましてご支援ご協力を賜りましたメンバーの
皆様に厚くお礼を申し上げます。そして次年度以降もメ
ンバーの皆様のご活躍をお祈り申し上げお礼のご挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。

地区委員長退任のご挨拶
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ロータリーの友 地区代表委員

三　浦　聖　人（観音寺RC）

『ロータリーの友』地区代表委員退任のご挨拶

拝啓　貴クラブの皆様方益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて私儀、今年度で当地区の『ロータリーの友』（以下『友』）地区代表委員を退任す

ることになりました。就任から３年間に亘り、ご支援頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

後任には、徳島プリンスＲＣの佐野美佐子氏が就任されます。

変わらぬご支援をお願い申し上げます。

さて、『友』誌は「ロータリー情報」を発信しつつ、会員とクラブ、地区、国内はもと

より世界中のロータリアンと繋がっている大切な地域雑誌でありますが、2011年より単

年度赤字が続いており黒字運営に戻すことが喫緊の課題とされています。

2017-18年度はクラブや地区の支援のお陰で数年ぶりに黒字となりましたが中長期的

には、定期的に発生するパソコンの入れ替えなどがあり、まだまだ厳しい状況が続きます。

今後も引き続き単年度収支改善ひいては長期的に収支均衡を目指すためには、皆様の

ご協力が欠かせません。

赤字拡大の大きな要因は売上部数と広告収入

の減少です。

当2670地区においても収益改善のお役に立てる

よう今年度の目標を広告収入として「共同広告」

と言う新しい広告形態を提案させて頂き、『友』

誌５月号／Ｐ37に『友』誌初の4社共同広告を掲

載させて頂きました。私の広報不足で「共同広

告」の趣旨を伝えきれていませんが、今後もこ

の取り組みにご賛同頂きましてご協力頂ければ

と願っております。

最後に、会員の皆様方のこれまでのご支援と

ご協力に感謝し、次期に更なるご支援をお願い

いたしまして退任のご挨拶とさせて頂きます。

敬　具
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徳島眉山RCは、第2670地区74番目、徳島県下21
番目、徳島北RC様をホストクラブとして25名のメン
バーで、2009年（平成21年）２月13日に承認され
ました。式典を開催するに当たり、飯泉知事はじめ
各団体の皆様、桑原征一ガバナー、パストガバナー、
地区委員、各RC会長幹事、会員家族の皆様方にご臨
席賜り盛大に開催することが出来ました。
10周年の記念事業として、ロータリー財団、米山
記念奨学会、蜂須賀桜と武家屋敷の会、スペシャル
オリンピックス日本・徳島の４団体に寄附金を贈呈
いたしました。

10年間の活動としては、短
期交換学生・米山記念奨学生
の受け入れ、竹内昌彦先生
「見えないから、見えたもの」
講演会を主催、蜂須賀桜の植
樹と維持管理、10年間継続の
吉野川・小松海岸の清掃活
動、などを行いました。
記念講演には、桂文枝の弟
子、夏川立也さんを迎え、会
場はユニークなスピーチで爆
笑の内に一時間の講演があっ

という間に終わりました。
その後祝賀会は、鏡開きで大島浩輔ガバナーエレ
クトの乾杯により開宴いたしました。祝宴では、東
京オリンピックで採用されるBMX自転車パフォーマ
ンストライアルショー、その後演歌歌手紘呂しのぶ
さんの歌謡ショーで盛り上がり、楽しいひとときを
過ごし万歳三唱と「手に手つないで」を合唱し終宴
いたしました。

徳島眉山ロータリークラブは、10周年をひとつの
節目として、会員一同志をひとつにし、次の20周年
に向け躍進して行きたいと思います。今後ともご指
導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

徳島眉山ロータリークラブ創立10周年記念式典
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平成31年４月21日、清流吉野川上空に約200匹の
鯉のぼり舞う大歩危峡「レストランまんなか」にて、
当クラブ創立50周年式典を挙行いたしました。当日
は、桑原征一ガバナー、桑原信義、稲山三治、美馬
精一パストガバナー、黒川征一三好市長様をはじめ
多数のご来賓のご臨席をいただきました。また、県
下20RC会長、幹事様、姉妹クラブの台湾永和RC、
名古屋清須RCの皆さん、県立池田高校、池田高校辻
校IACの皆さん、そして当クラブ会員及び家族合わせ
て約160名での開催となりました。

当クラブは、昭和44年（1969年）６月14日、徳
島RC、徳島西RCをスポンサークラブとして会員33
名で発足し、新居貢次、山下昭、東口寛チャーター
メンバーは50年の長きにわたりロータリー活動に尽
くしています。式典では会長挨拶に続き、記念事業
の発表をいたしました。
１つ目はインターアクトクラブを池田高校辻校に設

立いたしました。桑原ガバ
ナー様より認定状をい
ただき、設立記念品
を会長より池田高校
辻校へ贈呈いたしま
した。当クラブ内で
２校目のIACになり、今

後とも青少年の健全育成に努

めたいと考えています。
２つ目は「ボッチャ用具

（８組）」を三好市に寄贈
いたしました。東京パラ
リンピック正式競技とし
て認定されたボッチャの競
技について理解を深め、ボッ
チャの大会を主催し競技の普及を
目指します。
３つ目は青少年育成事業基金創設による交換学生
制度の実施であります。現在オーストラリアより長
期交換学生を当クラブにて受け入れしています。７月
には、当クラブより
１名派遣の予定です。
その後、桑原ガバ

ナー様からのご祝
辞、ラシン会長様よ
りの祝文もご披露し
ていただき会員一同
感激いたしました。
式典後は、会場を

「ホテルまんなか」
に移動し祝賀会となり、阿波踊り、ロータリーソン
グ、万歳三唱で閉会となりました。多くの皆様のお
陰をもちまして50周年式典が出来ましたことに心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。

阿波池田ロータリークラブ創立50周年記念式典
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さぬきロータリークラブは昭和44年（1969年）５
月10日に創立。令和元年５月12日に50周年を迎え、
三木町「トレスタ白山」にて創立50周年記念式典・
祝賀会を開催いたしました。

「さぬきの力」と題し、短期交換留学生事業の
「人」を育成してきたこと、ロータリー財団プロジェ
クトの「平賀源内記念館チャリプロジェクト」や
「三木高校生との地域活性化プラン『晴レノチコミノ』
プロジェクト」をテーマとしました。

来賓には、さぬき市長、三木町長、桑原征一ガバ
ナーの他、パストガバナー・太田英章様、豊田章二
様、前田直俊様、ガバナー補佐・工藤達夫様、藤井
孝一様、スポンサークラブの高松南ロータリークラ
ブ、子クラブの東かがわロータリークラブ他、香川
県内ロータリークラブの会長・幹事をお迎えし、総
勢75名で盛大に開催できました。

式典は蓮井会長の式辞から始まり、さぬ
き市長、三木町長、桑原ガバナーのご挨拶を
いただきました。国際ロータリー2018－19
年度バリー・ラシン会長からの感謝状の贈呈
もありました。
また功労者表彰として、当クラブ30年以上
の会員として貢献いただき、現在は退会され
ています長尾武士様、砂川匡様、砂川啓一様、

加瀬泰二様、上原均様、加美長時夫様
と、現会員である三好恵一様
に表彰状が授与されました。
式典の前には、「令和の
桜」と称して、桜の木を
「トレスタ白山」内に植樹
いたしました。大地に根
を張っていく桜の木にクラ

ブ発展の願いを込めました。

現会員数が22名と県内でも少人数のクラブですが、
「さぬきの力」をテーマとしてまとまり、アットホー
ムなクラブとなっています。50周
年という区切りを機に、更
なるクラブの発展に邁進し
てまいります。今後とも
ご指導、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。

さぬきロータリークラブ創立50周年記念式典「さぬきの力」
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2019年5月18日O、坂出グランドホテルにて、坂
出東ロータリークラブ創立50周年記念式典が開催さ
れました。第2670地区から、桑原ガバナー、大島ガ
バナーエレクト、篠原ガバナーノミニーを始め、香
川第Ⅰ分区、第Ⅱ分区のガバナー補佐様、各クラブ
より会長、幹事の皆様、ご多忙の中ご参加を頂き誠
にありがとうございました。

また、姉妹クラブ締結30周年の節目の年という事
もあり、パートナーを含め木更津東ロータリークラ

ブより20名という大変多くの方のご参加
を頂きました。
記念式典プログラムは『坂出東ロータ
リークラブ50年の歩み』の動画から厳か
に始まり、50周年記念事業発表では①ロ
ータリー財団への特別寄付　②米山奨学
会への特別寄付　③坂出市役所新庁舎玄
関ホールの案内掲示電光パネル寄贈　④
ベトナム ジーリン市における水と衛生
プロジェクト　⑤エチオピア国大統領府
日本庭園内 茶の湯披露と茶道具寄贈
（文化交流事業）―坂出東四国ロータリ

ー衛星クラブ―の計5事業を発表致しました。
記念講演では、坂出市の出身である東京大学大

学院教授 松尾豊氏をお招きし、『人工知能の未来
～ディープラーニングの先にあるもの～』という
テーマで講演が行われました。
記念祝賀会は、ホストクラブである坂出ロータリ
ークラブの三谷会長より乾杯の挨拶を頂き、その後
も大変和やかで楽しいムードの中、参加頂いた皆様
との懇親を深める事ができました。

坂出東ロータリークラブが創立50周年を迎えるに
際しまして、多くの皆様の御助力によって実現する
ことが出来ました。この場をお借りしまして、皆様
に感謝を申し上げます。

坂出東ロータリークラブ創立50周年記念式典
木更津東ロータリークラブ姉妹クラブ締結30周年

「原点を見つめ、新たな時代へ」
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平成31年３月９日（土）18時半より，2018－
2019年第2670地区高知分区米山奨学生の修了式及
び歓送会が行われました。 今年度は，これまでとは
趣向を変えて，レストランの個室（GRILL＆
ROAST53）において行いました。
始めに植田誠司米山記念奨学地区委員より開会の
ご挨拶をいただきました。今年度，終了者１名，継
続が４名いますが，いずれの学生も熱心に研究され，
また，カウンセラーの皆様が本当に熱心に奨学生と
関わってくれていることもあり，地区委員としても
非常にやりがいのある１年となったことをお話しい
ただきました。
ご挨拶に引き続き，終了証書の授与が行われまし
た。２年間高知大学で研究をされてきたオユン・
ズブドエルデネさんに終了証書が，カウンセラーの
田部和彦様（高知中央ロータリークラブ）に感謝状
が植田地区委員より手渡されました。
終了証書と感謝状の授与の後，オユンさん，田部
さんからそれぞれご挨拶をいただきました。オユン
さんからは，カウンセラーの田部さんや関わってく
れたロータリアンへの感謝の言葉をいただきました。
田部さんからは，オユンさんの奨学金受領期間中の
オユンさんのまじめな勉強態度に加え，遠方に卓話
に行った際の苦労話などのお話をいただきました。
オユンさんと田部さんがお互いに信頼していること
がお二人のご挨拶から伺うことができました。また，
オユンさんは，モンゴルに行った際のお土産を地区
委員である私たちに準備してくれており，その気持
ちが何よりもうれしかったです。

その後，来年度も継続の奨学生４名から，現在の
研究や生活についての報告がなされ，カウンセラー
及び地区委員からは今年関わってきたことについて
の感想が述べられました。
今回の歓送会は，これまでとは異なり，レストラ
ンの個室をお借りして地区委員，カウンセラー及び
奨学生のみで行いましたが，米山奨学生に深くかか
わってくださった方ばかりだったため話も非常に盛
り上がりました。
今年度も，優秀な奨学生に非常に有意義に奨学金
を利用していただいたと感じることができる歓送会
となりました。そして，お世話クラブの方々，特に
カウンセラーをご負担いただいた方には並々ならぬ
ご尽力をいただいていることに改めて深くお礼を申
し上げたいと思います。本当に熱心にかかわってい
ただき，感激いたしました。
会員の皆様におかれましては，今後とも米山奨学
事業へのご協力をよろしくお願いいたします。

高知分区米山奨学生修了式及び歓送会
米山記念奨学委員　植　田　誠　司

（香長ＲＣ）

オ
ユ
ン
さ
ん
と
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
田
部
さ
ん

全員での記念撮影
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恒例となっている2690地区（岡山・鳥取・島根）

と2710地区（広島・山口）と2670地区の3地区合同

オリエンテーションを児島の倉敷シーサイドホテ

ル・別館研修棟で２月２日から３日の２日間に亘り

2670地区が主管・担当のもと、開催を致しました。

このプログラムは2000年から３地区の長期交換委

員会、青少年交換委員会が合同で受入学生、派遣予

定学生、帰国派遣学生（ROTEX）を対象としたオリ

エンテーションをする目的で開催をされているもの

です。

参加者は受入学生12名、派遣予定学生11名、帰国

派遣学生（ROTEX）11名、ロータリアン23名の総

勢57名であり、2670地区からは桑原征一ガバナー、

大島浩輔ガバナーエレクト、平岡寿文次年度幹事、

長期交換委員会メンバー５名、長期交換委員会事務

局と受入学生５名、派遣予定学生５名、ROTEX５名

の計24名が参加をしました。

受入学生、派遣予定学生及びROTEXの出席者は次

の通りです。

■受入学生

■派遣予定学生

■ROTEX

筒井善樹長期交換委員の司会進行のもと、まずは

桑原ガバナーの開会のご挨拶を頂き、大島ガバナー

エレクトからも励ましのお言葉を頂き、各地区委員

長から出席者の紹介をして開会となりました。

オリエンテーションは例年であれば両日とも講師

を招聘し行っておりましたが、今回は内容を一新し

て第一日目は我々ロータリアンとROTEXが講師、リ

ーダーとして手作りで行うことに致しました。

まずは全員でロータリーを知ろうということで、

DVD「教えてロータリー」の放映で学生諸君に理解

をしてもらい、続いて派遣予定学生と受入学生とは

別の会議室でそれぞれのオリエンテーションを受け

ました。

派遣予定学生には、瀬野長久委員長と浜崎日美子

副委員長がパワーポイントを使い「オリエンテーシ

ョンのルールとマナー」「交換留学について」

「ROTARYを知ろう！ロータリークラブとは」「交換

留学を成功させるために」「交換留学に必要なスキル」

「危機管理について」「交換留学生の役割について」

国際ロータリー青少年交換プログラム2018-19年度　
中四国３地区合同オリエンテーション報告

国際奉仕委員会長期交換小委員会

委員長 瀬　野　長　久
（今治南ＲＣ）

氏　 名

藤　田　恵里花

上　田　和　恵

中　谷　朋　暉

三宅川　ほの花

馬　宮　胡　春

氏　 名

氏　　 名

ブレンダ ヘルナンデス アグイラー
Brenda HERNANDEZ AGUILAR
カロリーナ カレハス グティレス
Carolina CALLEJAS GUTIERREZ
エイプリル　デラ　クルス
April Jannet DE LA CRUZ
アイリシュ マクガバン
Eilish MCGOVERN
ションティエ ハナ ザルツマン
Shontae Hannah SALZMAN 

長井　茉莉

岩本　萌里

武智　　縁

松下　美優

玉岡あずみ

派遣年度 スポンサーRC

ホストRC

派遣国/地区/ホストRC

派遣国/地区/スポンサーRC

2016-
17年度

オーストラリア/9550/
Townsville

アメリカ/5100/
Salem
アメリカ/5110/
Greater Albany
アメリカ/5230/
Earlimart
オーストラリア/9830/
Westbury
オーストラリア/9830/
Young Town

オーストラリア/9570/
Emerald Sunrise
アメリカ/5230/
Visalia
アメリカ/5110/
Eugene Delta
アメリカ/5100
Dallas

今治南

松山北

高知地区

観音寺

伊　予

松山北

観音寺

高知地区

今治南

阿波池田

2017-
18年度
2017-
18年度
2017-
18年度
2017-
18年度

スポンサーRC

観 音 寺

高知地区

伊　　予

松 山 北

阿波池田

派遣国/地区

アメリカ/5110

アメリカ/5230

アメリカ/5100

アメリカ/5110

オーストラリア/9830
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「出発準備について」の各項目を説明致しました。

受入学生については、ROTEXがリーダーとなりロ

ータリアンがサポートをしながら「ホストファミリ

ーとの生活について」「学校生活について」「交換留学

について」の各項目でアンケートを取り、問題点・

疑問点等の話合いをし、ROTEX、ロータリアンから

アドバイス、カウンセリングをしてもらいました。

夕食後にはエンターテインメントショーとして受

入学生と派遣予定学生から自己アピールを披露して

もらいました。

２日目は昌山巧長期交換委員の司会進行のもと、

派遣予定学生とロータリアンは講師として鬼丸昌也

先生を迎え「ロータリーとは何か」「目的意識」「交

換留学への目的と決意を再認識する」という内容の

オリエンテーションをして頂きました。

また、カンボジアの地雷被害者のこと、ウガンダ

の子供兵のこと等の平和への問題についてお話があ

りました。

受入学生とROTEXはエクスカーションとして、サ

ノヤス造船所の見学、鷲羽山展望台から瀬戸大橋を

展望し、国指定重要文化財である江戸時代後期に大

規模な塩田を開き「塩田王国」を築いた野崎武左衛

門の野崎家を見学し、廻船問屋を見学、下津井を散

策し、日本の造船、架橋の技術をそして古い産業を

みてもらいました。エクスカーションには泉圭一長

期交換委員と鵜野事務局員が引率しました。

このオリエンテーションに参加した派遣予定学生

は奉仕の心で結ばれた世界中のロータリアンと交換

留学生との親交によって国際間の理解、親善と世界

平和を推進するロータリークラブの代表として国際

親善大使として世界の各国との懸け橋になってくれ

ることを確信しております。 以　上
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４月１日、「ゆめみかん」の隣にオープンした「だ
んだん」(保内保育所＆保内児童センター)、園と道路
との間に仕切りがありません。そこで危険防止のた
めプランター40個を設置しました。４月20日、暖か
い春の日差しを浴びながら、市の子育て支援課と八
幡浜ロータリークラブが協力してこどもたちと一緒
にマリーゴールド他季節の花200株を植えました。

八幡浜ロータリークラブ

2019年規定審議会では多くの重
要法案が採決され、否が応でもこ
れからのロータリークラブ／国際
ロータリーの管理・運営に影響を
及ぼします。これからのロータリ
ーを考える上で、ロータリーの歴
史を知ることはその第一歩です。
特に、新しく入会された会員のた
めに文献を選びました。初期の頃
と今とでは、ロータリーの本質の
捉え方も異なってきております。
歴史的記述には間違いや相反する
ものも含まれています。冷徹な批
判的な眼をもって、過去を正しく
分析し、未来のロータリーを考え
てください。

※上記はデジタル化されている資料です。

書き損じハガキ・キャンペーン
（ユネスコ世界寺子屋運動支援）ご協力のお礼

国際奉仕ファンド委員会

委員長　伊　勢　英　利
（鴨島RC）

昨年12月～２月末迄の期間、表記のキャンペーンでご支援を
お願いし、お陰様で皆様のご協力をいただき、心より、お礼申
し上げます。
ご賛同いただいた30クラブから、総額368,423円の支援金

を日本ユネスコ協会連盟に託して、ユネスコ世界寺子屋運動へ
寄付いたしました。この寄付に対して同連盟から感謝状をいた
だきました。（写真）。
この寄付金を活用して、途上国が抱える識字率や学校等の教

育問題の改善に役立つ事を願っています。
ご協力ありがとうございました。

（http://www.unesco.or.jp/terakoya/）
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公式訪問随行記
阿波徳島ロータリークラブ　

２月15日（金）阿波観光ホテル

桑原征一ガバナー、藤田定吉ガバナー補佐に随行して、阿波徳島ロータリー
クラブに公式訪問致しました。
会長・幹事懇談会では、桑原ガバナーより会員増強とマイロータリーの登録増
の依頼があり、堀部義人会長からは本年度のクラブ運営方針の第一の目標として、
会員増強を揚げられ、５名以上純増、特に女性会員一度に３名同時入会を公約と
して頑張っていると報告されていました。
例会は、堀部会長、和田真也幹事、桑原信義パストガバナーを中心に和やかな
雰囲気で開催されていました。
例会後には、桑原ガバナー、藤田ガバナー補佐を囲んでの意見交換会があり、
県下一の奉仕クラブであると自負しているが、現在の会員数では、予算的にきび
しい。地域社会での存在意義を出すロータリアンであるステータス作り、より魅
力あるロータリー作りをする必要がある、価値観を理解してくれる若い人材を増
やしたい等の意見が出されていました。
公式訪問はこれで２回目となりますが、それぞれが特徴あるクラブ運営・活動
をされており、大変勉強になりました。ありがとうございました。

東田　桂典（新居浜RC）

御所ロータリークラブ　
３月１日（金）セントラルホテル鴨島

2019年３月１日、暖かい陽気の中、桑原ガバナーの随行員として御所ロータ
リークラブの例会に参加させて頂きました。
例会場のセントラルホテル鴨島で藤田徳島第Ⅱ分区ガバナー補佐と合流してコ
ーヒーを頂いた後、会長・幹事懇談会が行われました。懇談会では出口会長から
現在のクラブの活動について説明があり、特にお世話している吉野川高等学校イ
ンターアクトクラブとの取り組みについて紹介がありました。桑原ガバナーから
は地区大会の御礼とマイロータリーへの登録のお願いが伝えられました。例会は
和やかな雰囲気の中、各人が活発にニコニコ報告で発言されるなど、いろいろと
勉強になりました。
御所ロータリークラブの皆様には、温かいおもてなしで迎えいれて頂き無事に
公式訪問を終えることができましたことに厚くお礼を申し上げます。ありがとう
ございました。

日野　英典（新居浜RC）

須崎ロータリークラブ　
３月５日（火） 須崎プリンスホテル 2階

今回、桑原ガバナー、大杉ガバナー補佐と共に須崎ロータリークラブを公式訪
問させて頂きました。
会場の須崎プリンスホテルでは松田光正会長代理、竹内健造幹事にお出迎え頂
き、会長・幹事懇談会が開催されました。会長方針が伝えられ意見交換を行う中、
マイロータリーの登録率が100％まであと１名というところまで来ているという
お話がありクラブの積極的な取組みが窺われました。この随行記が出る頃には
100％登録になっていることと思います。
須崎ロータリークラブは会員総数が22名ですが、それゆえ会員相互の結束も
強く、様々な事に早く対処が出来る等強みを活かし野球大会など地域行事にも貢
献されており、また、前出のマイロータリーの登録率にも繋がっていることと思
います。
会員様より当地の見所も教えていただきましたが、今回は時間が無く行くこと
が出来ず残念です。また、私事ですが昨年須崎市へのふるさと納税でぽんかんを
いただきとても美味しく家族にも好評でした。今年も納税させていただきたいと
思います。
皆様に温かいおもてなしをいただき公式訪問を無事終えることが出来ましたこ
とに感謝申上げます。

石川　博敏（新居浜RC）

観音寺ロータリークラブ　
２月28日（木）観音寺商工会議所

2019年２月28日(木)桑原征一ガバナーの随行員として藤井孝一香川第Ⅱ分
区ガバナー補佐と共に観音寺ロータリークラブに公式訪問を致しました。
観音寺ロータリークラブ森恭圓会長、藤田尚靖幹事、奥田章雄会長エレクト、
菅幸二次期幹事の温かいお出迎えを頂きました。会長・幹事懇談会ではクラブ
運営や長期交換派遣提唱クラブとして長期交換学生の受入、世界奉仕活動、会
員増強についての取り組みをお聞かせいただきました。
例会は会員それぞれが笑顔あふれるアットホームな和やかな例会でありまし

た。特にニコニコ報告はユーモア溢れるお話でしたので好感を受けました。
例会には香川県立観音寺第一高等学校に第5110地区・オレゴン州より長期

交換学生として派遣されているカロリーナ　カレハス　グテーレスさんが出席
され近況報告をお聴きしました。彼女の日本語スピーチは数ヶ月前まではあま
り上手ではなかったのに、今回は非常に滑らかなスピーチでびっくりしました。
留学生活においてもクラブやホストファミリーのサポートにより順調でいると
の事などで安心を致しました。
観音寺ロータリークラブは世界奉仕活動や長期交換派遣活動など国際的な活

動に貢献されているクラブとの印象を持ちました。

安藤　賢一（新居浜RC）
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徳島東ロータリークラブ　
３月７日（木） 徳島ワシントンホテルプラザ

2019年３月７日、桑原ガバナーの随行員として若木康正ガバナー補佐と共
に徳島東RCを公式訪問いたしました。例会前の会長・幹事懇談会には十川
一彦会長・小倉理良幹事そして祖父江貴次期会長同席によりクラブ計画、現状
の報告がありました。総員64名、創立51年目で歴史のあるクラブであり、運
営面も安定しているとのことですが、徳島第Ⅰ分区内でのロータリークラブの
多さが気掛りのように思われました。
例会では会員皆様に歓迎されまして、桑原ガバナーのお話を熱心に拝聴する

姿勢が印象的でした。訪問が遅れた事でのお詫びと、暖かいおもてなしに感謝
致し、公式訪問を終えました。行きは雨交じりの霧でしたが、帰りは晴となり
ました。桑原ガバナー一日お疲れ様でした。

近藤　奉文（新居浜RC）

阿波池田ロータリークラブ　
３月12日（火）レストハウス ウエノ

桑原征一ガバナーの随行員として、阿波池田RCを訪問させていただきました。
例会の会場は吉野川沿いの道の駅であるレストハウスウエノ、窓から美しい吉
野川を見下ろすことができます。お食事は野菜炒め定食のようではありました
が、牛肉がふんだんに使用されボリューム満点で大変美味しかったです。
会長幹事懇親会は大西会長と白井幹事、藤田ガバナー補佐、桑原ガバナーと

私を含めて５名で執り行われました。当クラブは創立50周年を迎えようとし
ており、その創立年数に合わせて50名の会員数を目標として会員増強に努め
ていました。目標に届かなかったものの会員数48名と、地域規模に鑑みると
非常に多くの会員が在籍していると言えます。
クラブの活動についても精力的で、1年間の長期交換留学生を積極的に受け

入れており、当日の例会にもその留学生が参加されておりました。また、ヨー
ロッパで生まれた障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの
正式種目でもある「ボッチャ」の普及にも力を入れており、市へボッチャの用
具等の寄付も行っているそうです。
例会の中で私が印象に残っていることは、「四つのテスト」を唱和していた

ことであり、私は恥ずかしながら瞬間的に四つの言葉が出てきませんでした。
クラブ側の認識不足もあり、マイロータリーの登録者数が少ないので、今後、
積極的に会員へ登録を呼びかけていくとのことです。

近藤　基起（新居浜RC）

徳島プリンスロータリークラブ　
４月19日（金） 徳島グランヴィリオホテル

2019年４月19日N桑原征一ガバナーの随行員として若木康正徳島第Ⅰ分区
ガバナー補佐と共に徳島プリンスロータリークラブに訪問を致しました。
徳島プリンスロータリークラブ亀井一成会長、西岡秀朗幹事、大島浩輔ガバ

ナーエレクト、稲山三治パストガバナーのお出迎えを頂きましての懇談となり
ました。会長・幹事懇談会におきましてはクラブ概況、年次計画書の説明を頂
き幅広い活動に感銘を覚えました。二人目のガバナー輩出クラブとして活気に
満ちた雰囲気の中での懇談会でありました。
例会は和やかで会員の皆様の笑顔が満ち溢れた例会でありました。特に印象

に残りましたのは会員相互の結びつきや慈愛の心に触れた公式訪問でありま
した。

安藤　賢一（新居浜RC）

新居浜ロータリークラブ　
４月25日（木） リーガロイヤルホテル新居浜

2019年４月25日(木)桑原征一ガバナーの随行員として八塚誠一愛媛第Ⅰ分
区ガバナー補佐と共に公式訪問最終としてホームクラブの新居浜ロータリーク
ラブに公式訪問を致しました。
新居浜ロータリークラブ中山恵二会長、小野雄史幹事、会員のお出迎えを頂

きまして和やかな懇談となりました。会長・幹事懇談会におきましてはホーム
クラブの活動報告や会員増強そして桑原ガバナーよりマイロータリー登録推進
をお願いし公式訪問全ての幕を閉じました。
公式訪問終了に際し各分区のガバナー補佐の皆様、温かくお迎えいただきま

した74クラブの皆様、随行されました新居浜ロータリークラブの皆様、そし
て公式訪問を支えていただきました公式訪問委員長佐々木世希さんに心より感
謝を申し上げます。

安藤　賢一（新居浜RC）
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４月度出席報告

分区 クラブ名 出席率
（％）

４月末
会員数 首比増減 ４月末女性会員数 例会数

74RC合計

出席率
（％）

４月末
会員数 首比増減 ４月末女性会員数 例会数

分区
今　　　治

今　治　北

今　治　南

伊 予 三 島

川　之　江

新　居　浜

新 居 浜 南

西　　　条

東　　　予

北　　　条

伊　　　予

道　　　後

松　　　山

松　山　東

松　山　北

松　山　南

松　山　西

大　　　洲

宇　和　島

八　幡　浜

愛
媛
第
Ⅰ
分
区

愛
媛
第
Ⅱ
分
区

9RC

11RC

クラブ名 出席率
（％）

４月末
会員数 首比増減 ４月末女性会員数 例会数

分区 クラブ名 出席率
（％）

４月末
会員数 首比増減 ４月末女性会員数 例会数

分区 クラブ名 出席率
（％）

４月末
会員数 首比増減 ４月末女性会員数 例会数

さ　ぬ　き

東 か が わ

小　豆　島

高　　　松

高 松 中 央

高松グリーン

高　松　東

高　松　北

高　松　西

高　松　南

観　音　寺

観 音 寺 東

琴　　　平

丸　　　亀

丸　亀　東

坂　　　出

坂　出　東

善　通　寺

香
川
第
Ⅰ
分
区

香
川
第
Ⅱ
分
区

10RC

8RC

徳　　　島

徳　島　東

徳　島　北

徳島プリンス

阿　　　南

阿　南　南

小　松　島

小 松 島 南

阿 南 中 央

徳 島 眉 山

阿 波 池 田

御　　　所

鴨　　　島

鳴　　　門

鳴 門 中 央

徳 島 中 央

徳　島　南

徳　島　西

脇　　　町

阿 波 徳 島

美　　　馬

徳
島
第
Ⅰ
分
区

徳
島
第
Ⅱ
分
区

10RC

11RC

安　　　芸

中　　　芸

香　　　長

高 知 中 央

高　知　東

高　知　南

高知ロイヤル

高　　　知

高　知　西

高　知　北

中　　　村

四　万　十

仁　　　淀

宿　　　毛

須　　　崎

高
知
第
Ⅰ
分
区

高
知
第
Ⅱ
分
区

7RC

8RC

3

0

4

-1

1

-1

3

0

-1

0

0

1

-7

2

-2

3

0

1

0

-1

54 

24 

65 

33 

54 

61 

22 

28 

39 

14 

35 

27 

68 

31 

37 

57 

27 

39 

22 

24 

99.03 

88.89 

99.16 

97.66 

94.44 

100.00 

83.72 

90.00 

97.99 

78.00 

89.47 

88.89 

74.63 

71.67 

89.19 

82.30 

89.36 

75.66 

77.27 

93.68 

3

0

0

1

0

0

5

0

2

0

0

1

2

1

0

6

2

3

0

0

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

64.29 

65.77 

84.62 

100.00 

72.22 

84.78 

82.14 

88.04 

68.33 

90.79 

80.65 

89.89 

86.34 

67.05 

96.09 

70.69 

71.05 

94.59 

85.98 

81.00 

75.00

84 

63 

29 

73 

53 

47 

28 

24 

20 

19 

47 

23 

53 

44 

35 

29 

38 

40 

41 

25 

29 

-2

-1

2

2

7

3

-1

0

-2

0

1

0

0

1

0

-1

-2

1

-3

3

0

1

2

2

7

6

0

0

0

4

3

0

4

5

0

2

3

5

3

1

0

5

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

71.59 

87.50 

94.07 

99.85 

95.83 

86.99 

100.00 

83.67 

77.93 

77.53 

98.87 

96.55 

94.12 

74.55 

87.34 

100.00 

94.91 

87.68 

22 

28 

36 

90 

44 

41 

52 

89 

58 

60 

46 

30 

17 

60 

40 

37 

64 

37 

1

0

0

2

1

3

-1

-2

2

-2

1

1

0

3

1

2

3

1

1

3

1

7

0

2

4

6

5

3

3

4

1

3

3

1

4

2

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

83.15 

63.24 

92.73 

87.00 

100.00 

86.60 

77.59 

92.40 

89.58 

75.64 

80.00 

81.97 

69.84 

59.46 

56.06 

23 

17 

11 

50 

53 

85 

28 

92 

66 

43 

56 

16 

22 

35 

22 

0

0

0

2

-5

2

-1

2

-1

0

5

1

-5

-1

0

2

0

0

1

8

12

5

15

1

4

2

1

2

1

2

4 

4 

5 

4 
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4 
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4 
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4 

4 

4 
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4 

3

84.66 3,075 28 188 291




