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☆★会長の時間 西山 祐三 会長 

先週の 2 日（金)に第 3 グループ第 4 回の会長

幹事会が、新旧の会長・幹事そして事務局の方々

を含め 50名ほどが参加しフレンチレストラン｢シ

ーターミュー｣にて行われました。現会長・幹事は

解放されたような笑顔、新会長・幹事は少し緊張

気味な面持ちで短い時間ですが、懇親を深めてま

いりました。 

全国 47 都道府県情報残りの中国・四国地方を

お話したいと思います。 

●鳥取県 面積 3507.13Km2 平成 22年 588,667人 

27年 573,441人 15,226人減少。 

鳥取市 22年 197,449人 27年 193,717人 3,732

人減少。県花 二十世紀梨の花、県木 ダイセンキ

ャラボク、県鳥 オシドリ。 

●島根県 面積 6708.24Km2 平成 22年 717,397人 

27年 694,352人 23,045人減少。 

松江市 22年 208,613人 27年 206,230人 2,383人

減少。県花ボタン 県木クロマツ 県鳥ハクチョウ。 

●岡山県 面積 7114.47Km2 平成 22 年 1,945,276

人 27年 1,921,525人 23,751人減少。 

岡山市 22年 709,584人 27年 719,474人 9,890

人増加。県花ももの花、県木あかまつ、県鳥きじ。 

●広島県 面積 8479.47Km2 平成 22 年 2,860,750

人 27年 2,843,990人 16,760人減少。 

広島市 22 年 1,173,843 人 27 年 1,194,034 人

20,191人増加。県花モミジ 県木モミジ 県鳥アビ。 

●山口県 面積 6112.34Km2 平成 22 年 1,451,338

人 27年 1,404,729人 46,609人減少。 

山口市 22年 196,628人 27年 197,422人 794人

増加。県花夏みかんの花、県木アカマツ、県鳥ナ

ベヅル。 

●徳島県 面積 7146.79Km2 平成 22年 785,491人 

27年 755,733人 29,758人減少。 

徳島市 22年 264.548人 27年 258,554人 5,994

人減少。県花すだちの花、県木やまもも、県鳥し

らさぎ。 

●香川県 面積 1876.73Km2 平成 22年 995,842人

27年 976,263人 19,579人減少。 

高松市 22年 419.429人 27年 420.748人 1,319

人増加。県花オリーブ 県木オリーブ 県鳥ホトト

ギス。 

●愛媛県 面積 5676.19Km2 広さ。 平成 22 年

1,431,493人 27年 1,385,262 人 46,231人減少。 

松山市 22年 517,231人 27年 514.865人 2,366

人減少。県花みかんの花 県木まつ、県鳥こまどり。 

●高知県 面積 7103.93Km2 平成 22 年 764,456

人 27年 728,276人 36,180人減少。 

高知市 22年 343,393人 27年 337,190人 6,203

人減少。県花 マモモ 県木ヤナセスギ 県鳥ヤイ

ロチョウ。残りは九州・沖縄地方となりました。 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

1.杉田宏充様の入会に関し、会員の皆様から問い

合わせがございませんでしたので、入間ロータ

リークラブへの入会が承認されました。 

2.退会される三人の方々に 6月 22日(齋藤福太郎

会員)と 29日(摂田順一会員・加藤国夫会員)に

お話をしていただきます。 

 

●委員長報告 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

最終例会の出席を 15 日で締め切ります。奮っ

てのご参加宜しくお願い致します。 

次年度会員増強委員会 山岸義弘委員長 

先日、会員増強セミナーに行って勉強させてい

ただきました。ＲＩ方針は会員純増 3名となって

おります。皆さんのご協力宜しくお願いします。 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 31名 73.80％ 80.48% 

事前欠席連絡 3名 
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■職業分類委員会 宮寺成人委員長 

商工会に行き、職業分類表の見直しを行いました

が、変更は行いませんでした。今年はありがたいこ

とに未充填が、充填され大変感謝しております。 

■会員選考委員会 粕谷康彦委員 

摂田委員長退会により次期の会員選考委員長に

なりましたので代わりにご報告いたします。今年度

は奥冨茂生さん、佐藤輝武さん、そして今月には杉

田宏充さんの三名の方々の選考ができました。本当

に喜ばしく、感謝申し上げます。 

■会員増強委員会 細淵克則委員長 

西山会長の 3名増強の希望に添えたのは、皆様の

ご協力があっての事。改めて感謝申し上げます。来

年度の山岸義弘委員長に期待し、バトンタッチして

終わりといたします。 

■ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

今年は前半に石川嘉彦ＰＧ、水村雅啓会員、後半は

齋藤栄作会員、忽滑谷明会員、細淵克則会員に講師

を務めていただき、多数の参加を頂き感謝申し上げ

ます。誠に残念なのですが、加藤国夫会員が退会と

なりましたので、次年度も務めさせていただきます。

頑張って参ります。宜しくお願いいたします。 

■出席向上委員会 一柳達朗委員長 

5 月迄の 11 ヶ月間の修正出席率は平均で 77.85%

となっております。目標の前年度、平均 76.76%を

1.09%上回っております。メーキャップ等皆さん各自

で 100%になる様に、あと 3回の出席宜しくお願い致

します。 

■会報・雑誌委員会 大野賢次委員長 

月によって週間が変わるのでその月のポイントを

重点的に紹介するのを心がけました。クラブ会員の

為になるような話題、現在のロータリークラブの最

大の話題、もしかしたら自分のクラブでも実行でき

たかなと思うような話題を多く紹介しました。雑誌

委員会をやらせてもらって、よそのクラブの色々な

活動を知ることができました。 

■親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

活動方針の「会員同士、ご家族、クラブ来訪者な

どと良き友誼が図れたか？」をふり返りますと、新

旧役員慰労激励会、函館への親睦旅行、合同例会、

クリスマス家族会では行田さくら RC の田中利幸様

と奥様、須山恵理香様にご参加いただき、素晴らし

いオペラをご披露してくださいました。また、新年

会、ロータリー美術館との連携した行事等を通じ、

皆さまにロータリー活動を楽しんでいただけたと思

います。最後に各親睦委員のご協力に感謝致します。 

 

 

■プログラム委員会 大野賢次委員 

1 年間を振り返ってみますと、今年は皆さまのお

かげでキャンセルも無く、方針通り楽しい例会、有

意義な例会になったと思います。ご協力を頂きまし

て誠にありがとうございました。 

■広報委員会 木下登委員長 

4 つの活動計画を立て、広報委員会は早い仕掛け

が今年度はできました。メイン事業の学校へのタブ

レット寄贈では、埼玉新聞、入間ケーブルテレビ、

そして地区のロータリークラブ委員会にＰＲができ

たと思っています。又、競技用のバスケットユニホ

ーム寄贈も出来、皆様のご協力により事業に進んだ

ことに感謝申し上げます。 

■ロータリー美術館 齋藤金作館長 

年初に皆様とお約束した事は全て実施できました。

全員参加の委員会をこれからも継続していくには、

どうしたら良いのか、考える時期に来ていると思い

ます。昭和 51年にできた、ロータリー美術館を何か

工夫して続けていけることを皆様とお約束して、ご

報告とします。ありがとうございました。 

■ロータリー財団委員会 宮崎正文委員長 

皆様からご寄付を頂き無事財団に納めることがで

きました。初めて奨学候補生のカウンセラーを遣ら

せて貰いました。6/18の最終オリエンテーションで

奨学候補生から奨学生になる予定です。最終例会に

須山さんも来ると思いますので、その時に発表いた

します。一年間ありがとうございました。 

■米山記念奨学委員会 山岸義弘委員長 

寄付の目標を達成でき、ありがとうございました。

米山月間になる前から、来年度は寄付のお願いを早

めにされたら良いと思いました。前半は田中快枝会

員に、4 月からは一柳達朗会員にカウンセラーお願

いしました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

岩崎茂君～向原中学校にサッカー部再開についての

ご署名ご協力ありがとうございます。 

水村雅啓君、宮寺成人君、友野政彦君～早退します。 

本日\4,000  累計\999,000 

 

■回覧、配布物 

① 第 14回日韓親善会議参加の旅参加申し込み 

② 6/29西山年度最終例会出欠席表 

③ 他クラブ週報 

④ 入間ＲＣ週報 42号 

⑤ 西山会長より「今日は何の日」 
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