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ROTARY INTERNATIONAL District 2710

地区大会テーマ

『不易流行』 〜楽しくなくてはロータリーではない〜

朋友ロータリアン、ローターアクター、ロータリーファミリー、友人の皆さま。 
この度は、2020-2021 年度地区大会へようこそお越しくださいました。 
新型コロナウイルスの流行によって世界は変わりましたが、ロータリーの地区大会

は継続して開催され、今まで以上にロータリーの未来にとって重要な行事となります。 
ロータリーでもさまざま運営方式が変わり、この危機が過ぎ去った後には、新たな

現実が待ち受けているでしょう。今こそ、私たちがロータリーの中核的価値観を見直
し、自分たちにとってなぜロータリーが重要なのか、今後もロータリーを守っていく
ために必要な資質は何かを考える必要があります。

ロータリーへの入会理由やなぜロータリーに留まり続けるのかを問うとき、多くの
答えが存在するでしょう。世界各地のそれぞれの会員がロータリーに対して異なる思
いを抱いているだけでなく、私たち一人ひとりにとってロータリーは独自の意味をも
つ存在となっています。しかし、共通点もあります。まず、私たちはみな、ロータリー
の価値観、そして四つのテストに示される共通の倫理感を共有しています。二つ目に、
私たちは友情を深め、互いに同じ時間を過ごすことを大切にしています。三つ目に、
私たちは人びとを助けることを重んじ、「超我の奉仕」の理念に身を捧げています。

現在、直接顔を合わせる会合ができず、この状況がどのくらい続くのか分かりませ
ん。しかし、共に集うということは、私たちが共有するロータリーでの経験の一つに
すぎず、ほかのことは何一つ変わりません。私たちは現在、オンラインで集い、パソ
コン画面で互いの顔を見ながら、ディスカッションをし、講演を聞き、新しいプロジェ
クトの計画を立てることができます。このような危機の中にあっても、「ロータリー
は機会の扉を開く」のです。

地区大会は、私たちが力を結集し、よりインパクトの大きなロータリーの奉仕につ
いて考え、会員の積極的な参加を促す機会となります。今年度、私たちはロータリー
の成長に力を注ぎます。しかし、私にとって、ロータリーの成長とは、新会員がクラ
ブに馴染めるように特別の配慮をしたり、すべての会員が積極的に参加していけるよ
うに取り組むことを通じて、会員を思いやることを意味します。

皆さまがこの地区大会でアイデアを寄せ、活気を高めてくださることを願っていま
す。ロータリーでのリーダーという重要な役割を担っていただいていること、そして、
刻々と変化する時代を生き抜くためにご尽力いただいていることに、心より感謝いた
します。

直接顔を合わせる場合も、オンラインの場合も、地区大会はアイデアを共有し、私
たち自身や私たちが奉仕する人たちにとってロータリーがいかに扉を開くかを示す素
晴らしい機会です。

皆さまに感謝いたします。
心を込めて

ホルガー・クナーク
2020-2021 年度 RI 会長

Holger Knaack

国際ロータリー会長 挨拶C o n t e n t s
目次���������������������������������������������������������������������2

国際ロータリー会長�挨拶　� ホルガー・クナーク�������������������3

国際ロータリー会長代理�挨拶　� 佐藤�芳郎�������������������4

ガバナー�挨拶　� 脇�正典�������������������6

山口県知事�祝辞　� 村岡�嗣政�������������������8

防府市長�祝辞　� 池田�豊�������������������9

防府商工会議所会頭�祝辞　� 喜多村�誠����������������� 10

地区大会実行委員長�歓迎の挨拶　� 神徳�眞也����������������� 12

ホストクラブ会長�歓迎の挨拶　� 金田�練二郎����������������� 13

ガバナーエレクト�略歴　� 杉川�聡����������������� 14

ガバナーノミニー�略歴　� 石川�良興����������������� 15

2020-21 年度地区大会決議��������������������������������������������� 16

ご来賓名簿������������������������������������������������������������� 18

ご招待者名簿����������������������������������������������������������� 20

地区大会プログラム����������������������������������������������������� 24

記念講演会�講師紹介���������������������������������������������������� 26

地区大会記念事業������������������������������������������������������ 27

表彰（団体）������������������������������������������������������������ 28

表彰（個人）������������������������������������������������������������ 30

物故会員�������������������������������������������������������������� 42

クラブ別登録状況������������������������������������������������������� 44

使用会場�アクセスマップ������������������������������������������������� 64

防府市公会堂座席表�会場案内図������������������������������������������ 65

2020-21 年度�防府 RC地区大会役員・実行委員会名簿��������������������� 66

出席証明書������������������������������������������������������������ 67



4 5

2020-21 
ROTARY INTERNATIONAL District 2710

地区大会テーマ

『不易流行』 〜楽しくなくてはロータリーではない〜

佐藤 芳郎 佐
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RI 理事ノミニー

SATO YOSHIO

国際ロータリー会長代理 挨拶

歴史と伝統溢れる RI 第 2710 地区が地区大会を挙行されることを、心からお慶び
申し上げます。私はこの地区大会に RI 会長代理を拝命しました岡山南ロータリーク
ラブの佐藤芳郎と申します。誠に光栄なことと感激いたしております。宜しくお願い
申し上げます。当地区では素晴らしい奉仕事業を数々実施され、奉仕の理念を率先し
て実践されていることを高く賞賛させていただきます。中でも、国際大会に展示ブー
スを出してロータリー究極の目標である世界平和をアピールされている点には、深く
感銘を受けております。

さて、ホルガー・クナーク RI 会長は年度テーマに「ロータリーは機会の扉を開く」
を掲げ、ロータリーが提供できる様々な「機会の扉」をロータリアンが各自開いて、個々
に、クラブや地域で、または地球レベルでロータリー活動を極め、進展させていただ
くことを奨励しています。お一人お一人がご自身に適した扉を探し、必要なら新しい
扉を創り出して、それを開けてロータリーの素晴らしさを享受していただきたいと存
じます。また会長は同時に「ロータリーを成長させる」重要性を説き、量的成長に加
えて質的成長の必要性を強調しています。「多様性・公平さ・開放性（D・E・I）」の
徹底を基本に、短期間で退会することのない新会員を選び、また入会後早期にクラブ
に馴染むフォロー・アップが不可欠としています。早期にクラブ内外との関係性を確
立できた会員は、退会率が低いというデータが出ているそうです。各クラブでは是非、
クラブ内外の親睦活動やクラブを通じた外部との奉仕活動等で、会員が自身の居場所
を見つけられるような運営をお願い致します。

ロータリーの第 2 世紀を迎えて「変化のスピードが著しく速まっている」ことや「IT
技術が革新的に進歩」している事実等を背景にして、国際ロータリーは従来から遵守
してきた中核的価値観のもとに、戦略計画に代わる「行動計画」として「ビジョン声
明」と「戦略的優先事項」を公表しています。私達は、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する
世界を目指します。
「世界を変える行動人」として示されているように、行動する人々の集合体がロー

タリーであります。世界の 1.2 百万人の仲間が瞬時に、相互に、繋がることが可能に
なったこの時代に、ロータリアンとしてのその最大の利点を生かして、各自が今迄以
上に、積極的に手を取り合って行動することが、今こそ強く望まれています。

当地区の皆様全員が、持続可能な良い変化を実感しながら、クラブ活性化を実現な

【生年月日】　1949 年 2 月 14 日
【所 属】　岡山南ロータリークラブ
【職業分類】　公認会計士
【学・職歴】　1972 年	 慶應義塾大学	経済学部卒業　
	 1974 年	 慶應義塾大学大学院	商学研究科	修士課程修了
	 1974 年	 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー入社
	 1979 年	 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
	 1981 年	 公認会計士登録　
	 1986 年	 佐藤芳郎公認会計士事務所	開設　　	現在に至る
	 2001 年	 社会福祉法人	旭川荘	監事	就任　　		現在に至る
	 2014 年	 中国銀行株式会社	社外取締役	就任　現在に至る
	 2017 年	  （一財）渡辺和子記念ノートルダム育英財団	代表理事	就任　現在に至る
【ロータリー歴】　1989 年	 岡山南ロータリークラブ入会
	 2010-11 年	 会長・理事
	 2015-16 年	 RI 第 2690 地区	地区ガバナー
	 2016-	   年	 日本のロータリー百周年記念事業等委員会	委員
	 2016-17 年	 RI 第 2690 地区	PHS コーディネーター
	 2016-   年	 ロータリー日韓親善会議委員
	 2017-18 年	 	RI第3ゾーン	ロータリー財団地域コーディネーター補佐（ARRFC）
	 2018-19 年	 RI 第 2690 地区研修リーダー
	 2018-19 年	  （一社）国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 (RIJYEM) 社員
	 2019 年	 RI 研修リーダー
	 2019-22 年	 RI 第 3 地域	恒久基金 / 大口寄付アドバイザー（E/MGA）
	 2020-   年	 （公財）米山記念奨学会	理事
	 2020 年 12 月	 2022-24RI 理事ノミニーの指名をうける

【そ の 他】 ロータリー財団	AKS（管理委員会サークル）
	 ベネファクター
	 ポール・ハリス・ソサエティー	メンバー
	 「ロータリー平和センター」冠名基金寄付
	 「水と衛生」冠名基金寄付
	 「恒久基金－シェアー」冠名基金寄付
	 遺贈友の会メンバー
	 第 73 回米山功労者メジャードナー

さることを祈念し、併せて「世界でよいことをしよう」を目指すロータリー財団への
暖かいご支援もお願いして、ご挨拶とさせていただきます。　本日は誠に御目出度う
ございます。
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脇　正典
国際ロータリー第 2710 地区

WAKI MASANORI

ガバナー 挨拶

国際ロータリー第 2710 地区大会をなんとか実施できましたことを大変うれしく思

います。コロナ禍のため、当初予定していた 2020 年 10 月 24・25 日の日程を延期し、

2021 年５月１５・１６日に変更しました。コロナ禍がおさまらない中、日程を再度

変更し、5 月 16 日の 1 日開催とし、Web も併用いたしました。さらに変異型ウイ

ルスの流行でオンライン開催にせざるを得ませんでした。再々にわたり変更せざるを

得ませんでしたが、皆さんのご協力でなんとか開催にこぎつけました。ありがとうご

ざいました。

この大変な時期に、山口県知事村岡嗣政様、防府市長池田豊様をはじめ多くのご来

賓、佐藤芳郎 RI 会長代理ご夫妻をお迎えして開会できますことを、ありがたく心よ

り御礼申し上げます。

今大会のテーマを「不易流行～楽しくなくてはロータリーではない～」としており

ます。コロナ禍という時代に合わせ、やむを得ず流行に対応せざるを得ませんでした。

新しいロータリー活動が模索されました。しかし、不易の精神はロータリーの真髄で

ある職業倫理を大切にすることです。その上で地域や世界に奉仕することが求められ

ています。

今年度、国際ロータリーホルガー・クナーク会長は「ロータリーは機会の扉を開く」

のテーマを掲げ、ロータリーは無限の機会への招待であり、ポリオ根絶のような大規

模な歴史的プロジェクトから、地域社会に根差したささやかなプロジェクトまで、奉

仕する機会の扉を開くよう要請されました。また、2020 年は日本にロータリークラ

ブが誕生して 100 年という記念すべき年でもありました。

集うことの良さ、普通にできることの有難さを再認識した年でもありました。早く、

コロナ禍がおさまり、楽しいロータリー活動ができますよう願いましてガバナーとし

てのご挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。

【所属クラブ】　防府ロータリークラブ

【生年月日】　1945 年 3 月 2 日

【職業分類】　幼稚園

【学 歴】　九州大学大学院文学研究科修士課程国史学専攻終了

【職 歴】　1977 年 4 月	 国立宇部工業専門学校助教授

	 1987 年 4 月	 学校法人脇学園　松崎幼稚園　園長

	 1989 年 7 月	 学校法人脇学園　松崎幼稚園　理事長

【主 公 職】　	 （現）山口県史編さん委員

	 	 （現）山口県ユネスコ連絡協議会　会長

	 	 （現）山口県地方史学会　会長

	 1983 年	 防府青年会議所　理事長

	 1985 年	 日本青年会議所　山口ブロック協議会　会長

【ロータリー歴】　1986 年 7 月	 防府ロータリークラブ入会

	 1991-92 年度 防府ロータリークラブ幹事

	 2003-04 年度 防府ロータリークラブ会長

	 2008-09 年 RI 第 2710 地区グループ 3 ガバナー補佐

	 メジャードナー

	 ベネファクター

	 マルチプル・ポールハリスフェロー（2 回）

 第 3 回　マルチプル米山功労者

【著 書】　「日本近世の藩社会」東洋図書出版 2017

脇
わき

　正
まさ

典
のり
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村岡 嗣政 池田　豊
山口県知事 防府市長

MURAOKA TSUGUMASA IKEDA YUTAKA

山口県知事 祝辞 防府市長 祝辞

国際ロータリー第 2710 地区 2020-2021 年度地区大会の開催を、心からお慶び申

し上げます。

第 2710 地区の皆様におかれましては、山口、広島両県の各地域において、「職業

を通じての奉仕」の精神に基づき、多岐にわたる奉仕活動を展開され、地域社会の発

展に多大な御貢献をされておりますことに、深く敬意を表するとともに、心から感謝

を申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、社会全体のデジタル化の必要性

が改めて強く認識され、「働き方の新しいスタイル」が広がりつつあるなど、国民の

意識や行動に大きな変化が生まれています。

私は、こうしたコロナ禍から生まれた変化を県政推進に確実に取り込み、コロナの

時代にあっても「活力みなぎる山口県」の実現に向けた取組を力強く前へ進めていき

たいと考えています。

このような中、本地区におかれましても、「不易流行」の方針のもと、コロナをきっ

かけに大きく変化する時代に即応できるよう、運営のあり方を考え、柔軟な取組を進

めようとされているところであり、地域社会を担うリーダーとしての皆様方の更なる

御活躍を期待しています。

会員の皆様方には、本大会を契機として、相互の理解と友愛の絆を深め、山口・広

島両県の結びつきをより強固なものにする架け橋となっていただき、両県の未来に向

け、一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

終わりに、国際ロータリー第 2710 地区の今後ますますの御発展と、会員の皆様方

の御健勝、御活躍をお祈り申し上げます。

このたび、広島県、山口県のロータリアンが一堂に介する国際ロ ータリー第 2710 

地区 2020-2021 年度地区大会が、防府市で盛大に開催されますことをお祝い申し上

げます。 

ロータリークラブにおかれましては、平素から奉仕の精神に基づき積極的に活動さ

れ、地域社会の発展と福祉の向上に大きく貢献しておられます。また、コロナ禍にお

いても、「不易流行」の理念のもと地域社会により良い変化をもたらそうと取り組ん

でおられることに深く敬意を表します。

３月には、防府市公会堂で開催されました「A
ア ウ ン
UN Ｊ

ジェイ
 クラシック・オーケストラ

コンサート 2021」に、市内の小中学校吹奏楽部の児童、生徒を御招待いただきました。

プロの演奏家の高い技術とパフォーマンスに直接触れ、子どもたちの音楽活動に対す

る更なる意欲の喚起に繋がりました。

この活動に御尽力賜りましたガバナー 脇 様をはじめ会員の皆様方には、改めて深

く感謝を申し上げます。

本市では、今年度から新たな総合計画「輝き！ほうふプラン」がスタートします。

その目標である「明るく豊かで健やかな防府」の実現に向け、市民の皆様とともに全

力で取り組んでまいりますので、ロータリークラブの皆様にも、今後とも一層の御支

援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、国際ロータリー第 2710 地区のますますの御発展と、会員の皆様方の御健

勝、御活躍を心から祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。
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喜多村 誠
防府商工会議所　会頭

KITAMURA MAKOTO

防府商工会議所会頭 祝辞

国際ロータリー第 2710 地区 2020-2021 年度地区大会が、ここ防府市におきまし

て盛大に開催されますことに心よりお慶びと歓迎を申しあげます。

皆様におかれましては、それぞれの地域において、様々な課題に真摯に向き合い社

会奉仕活動を展開しておられますことに深く敬意を表します。

本年度、皆様が付けていらっしゃる地区バッジに記された「幸せます」は、ありが

とう、助かります、など感謝の気持ちを表現する山口県の方言であり、防府商工会議

所では「幸せが増す」の意味を加えて地域ブランド化し、商品やイベントの開催を通

じて地域活性化や魅力あるまちづくりを進めています。これは正に、様々な奉仕活動

を通じて元気な地域づくりを推進されておられる誇り高きロータリアンの精神と相通

ずるものがあると思っております。

さて、我が国経済は、昨年 4 月に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言

が発令され、4 ～ 6 月期の GDP の落ち込みがリ－マンショックを超え戦後最大を記

録しました。その後、若干回復の兆しが見られたものの、現在３回目の緊急事態宣言

が発令されるなど厳しい環境下におかれております。

当所では、地域経済の礎となる中小・小規模事業者に常に寄り添った支援を行って

おりますが、ウィズコロナ、ポストコロナ時代を迎える中で、マイナス面に目を向け

るのではなく、皆様方のように従来型の意識や行動からの脱却のチャンスと捉え、前

を向き着実に歩を進められる行動力が重要であると考えております。

私も防府ロータリークラブ所属のロータリアンの一人として、脇正典ガバナーが信

条に掲げられる「不易流行～楽しくなくてはロータリーではない～」を意識し、楽し

く魅力ある活動を皆様方と共にこれからも活動して参りたいと思っております。

終わりに、本大会のご成功と国際ロータリー第 2710 地区、並びに、貴クラブの更

なるご発展と、会員皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し上げお祝いの言葉とさせてい

ただきます。
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神徳 眞也 金田 練二郎
地区大会実行委員長 防府ロータリークラブ　会長

KOUTOKU SHINYA KANEDA RENJIRO

地区大会実行委員長 歓迎の挨拶 ホストクラブ会長 歓迎の挨拶

2020 年 1 月から今日まで、世界は新型コロナウイルスに翻弄され続けています。

世界中の人々の生活習慣は大きく変わり、全ての業界の在り方をも根本的に、全く違っ

たものへと変えてしまいました。流行の第 1 波は、全世界的に徹底的な封じ込めで

対応しましたが、経済的に大きな犠牲が強いられ、おのずと限界があり、やむなく世

界は、ウイルスと共存する道「With　COVID － 19」を選択しました。コロナフリー

を目指すのではなく、地域で発生してもそれを広げない、オーバーシュートさせない

ことを基本的方針とする社会を選択したのです。このことが示すものは、感染防御が

今後も継続的に求められるということです。

防府 RC におきましては、本年度 2710 地区に脇ガバナーを輩出させていただいて

おります。今回の地区大会開催にあたりましては、クラスターはおろか、一人の感染

者も出さないことを何よりも大切に考え、新しい社会の新しい習慣に応じた新しい地

区大会の在り方を模索し、今回の地区大会開催となりました。2 日間の日程も 1 日に

短縮させていただきました。Web での参加もお願い致しました。従来の地区大会の

大きな楽しみの一つでもあった、志を同じくする多くのロータリアンが一堂に会し、

盛大に行われる大懇親会が開催できないことは誠に残念で断腸の思いです。ご参加の

皆様方には、様々なご不便、ご迷惑をおかけし、不行き届きな点も多々あるとは存じ

ますが、感染防御の点からご理解いただき、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

さて、本会開催につき慎重に検討を進めてまいりましたが、今般の新型コロナウイ

ルス感染症拡大の状況に鑑み、誠に残念ではございますが、現地開催をとりやめ、完

全 WEB 開催とさせていただくことといたしました。

完全 WEB 開催となりましたが、参加者の皆様にとって実りある会に出来ればと考

えております。

諸般事情の厳しい時期ではございますが、本会の趣旨に深いご理解を賜りまして、

何卒ご協力を賜りたく謹んでお願い申し上げます。

地区内よりご登録を賜りましたロータリアンの皆様の友情に心から感謝申し上げま
す。今年度、防府 RC は白石民造ガバナー、南園義一ガバナー〔元 RI 理事〕以来三
人目となる脇正典ガバナーを輩出し、第 2710 地区内のクラブ及びメンバーの皆様か
らご支援を頂いておりますことに重ねて御礼申し上げます。

また、当クラブは来年度創立 65 周年の節目の年です。クラブの≪進化・発展・継
続に向けて≫メンバーの総力を結集し、計画性のある活動をして参りたいと思います。

前年度後半からの新型コロナウイルス禍災の中、昨年 10 月 24・25 日に予定して
おりました大会の延期を余儀なくされました。

これまで、地区内各クラブに於ける例会・懇親会、地区の各種研修・協議会及びグルー
プの IM が中止、若しくはリモート・Web 等による開催を強いられ、対面の交流が
出来ない中、制限を受けながら各クラブとも工夫を凝らして活動されておられます。

私共も 5 月 16 日の大会に向けて 2 年余り前から実行委員会・地区出向者を中心と
して、防府・防府北・防府南の３クラブが準備を進め、大会日程の縮小・出席者の人
数制限・懇親会の中止等、これまでに経験の無い企画・運営・スケジュールの調整を
整えて参りましたが、この度、延期⇒オンライン開催に変更せざるを得ない状況とな
りました。

地区関係者の皆様並びに地区事務局のご支援には、改めて感謝致します。

・RI 会長ホルガー・クナーク会長のテーマ『ロータリーは機会の扉を開く』
・脇正典ガバナー信条『不易流行』～楽しくなくてはロータリーではない～

私共は、今大会の開催を『機会の扉を開く』試みの一つと位置付けました。
今後、今大会の貴重な経験が契機となり、地区内のクラブ並びにメンバーの交流が

活性化し、≪不易→原点の確認→易わらない≫≪流行→柔軟性→時代に合わせて変わ
る≫を根底としたロータリー活動が、持続し続けながら展開（オンラインコミュニケー
ションを含み）されることをお祈りするとともに、この度、多くの経験をさせて頂い
た第 2710 地区の皆様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。
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杉川　聡
SUGIKAWA SATOSHI

ガバナーエレクト 略歴

【所属クラブ】　広島西南ロータリークラブ

【生年月日】　1957 年 10 月 8 日

【職業分類】　ビルメンテナンス業

【学 歴】　慶応義塾大学商学部卒業、広島大学大学院経済学博士課程前期修了

【職 歴】　1980 年 4 月	 広島信用金庫入庫

	 1980 年 10 月	 （株）第一ビルサービス入社

	 1985 年 6 月～現在	 （株）第一ビルサービス社長

【主 公 職】　2001 年 5 月～現在	 （公社）広島西法人会常任理事

	 2009 年 4 月～現在	 広島経済同友会	常任幹事

	 2013 年 5 月～現在	 （公社）広島ビルメンテナンス協会	代表理事	会長

	 2019 年 5 月～現在	 （公社）広島西法人会	常任理事	副会長

	 2019 年 9 月～現在	 （公社）全国ビルメンテナンス協会

	 	 理事中国地区本部長

【ロータリー歴】　1997 年 10 月 7 日	 広島西南ロータリークラブ入会

	 2006-07 年度並びに 2013-14 年度

	 	 広島西南ロータリークラブ幹事

	 2015-16 年度	 広島西南ロータリークラブ会長

	 ベネファクター

	 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２回）

	 第 2 回マルチプル米山功労者

石川 良興
ISHIKAWA YOSHIOKI

ガバナーノミニー 略歴

【所属クラブ】　徳山ロータリークラブ

【生年月日】　1942 年 12 月 2 日

【職業分類】　内科医師（透析専門医、臨床内科専門医、産業医）

【学 歴】　山口県立医科大学卒業

【職 歴】　1967 年	 山口大学医学部付属病院インターン

	 1968 年	 山口大学医学部循環器内科

 1973 年 医療法人イオキ会徳山内科クリニック

  理事長 兼 院長

 2010 年 同上 名誉院長

 2012 年 社会福祉法人栗屋福祉会理事長

 2013 年～ 2020 年 特別養護老人ホームくりや苑施設長

【主 公 職】　1980 年 4 月～ 2019 年 3 月

 	 周南市立周陽中学、鼓南中学校校医

	 1984 年 4 月～ 1992 年

 	 山口県立徳山高等学校 PTA 会長

	 1995 年～ 1999 年	 徳山医師会副会長

	 2018 年～現在	 周南市高齢者保健福祉推進会議委員

【ロータリー歴】　2010 年 7 月 2 日	 徳山ロータリークラブ入会

	 2016-17 年度 徳山ロータリークラブ会長

 2017 年 『疾病予防と治療』の冠名基金を設立

 2017、2019 年度 ロータリー財団地区奉仕賞受賞

 2018 年 大口寄付者 Level 4 。ベネフェクター

 2020 年 第 51 回米山功労者メジャードナー

【賞 罰】　1996 年 9 月 紺綬褒章

 2008 年 10 月 周南市教育功労者表彰

 2016 年 11 月 山口県教育委員会表彰
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決議第 1 号

国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏のテーマに協力する件
　国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏は、2020-21 年度テーマとして、「Rotary	
Opens	Opportunities　ロータリーは機会の扉を開く」と提唱されました。このRI
テーマに従って我々ロータリアンは、あらゆる分野においてロータリーの奉仕活動
を通じて平和の道を邁進することを決議します。

決議第 2 号

国際ロータリー会長に対し、会長代理派遣に感謝する件
　本大会開催にあたり、国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏は、国際ロータリー
第 2690 地区パストガバナー佐藤	芳郎氏を会長代理として派遣されました。我々は、
優れた会長代理を派遣されたホルガー・クナーク氏のご高配に対し、心より感謝の
意を表することを決議します。

決議第 3 号

国際ロータリー会長代理 佐藤 芳郎ご夫妻に感謝する件
　国際ロータリー第 2690 地区パストガバナー佐藤	芳郎氏は、令夫人とともに本大
会にご臨席され、格調高い所信を表明されて、参加者一同に感銘を与え、本大会を
極めて意義あるものとされました。
　ここに我々は、佐藤	芳郎ご夫妻に対し心から感謝の意を表すことを決議します。

決議第 4 号

直前ガバナー晝田 眞三氏に感謝する件
　直前ガバナー晝田	眞三氏は、熱心かつ誠実に地区の運営に献身されロータリーの
発展に多大なる貢献をされました。我々ロータリアンは、その功績を称え心から敬
意と感謝を表すことを決議します。

決議第 5 号

ガバナー指名手続きに関する件
　当地区のガバナー候補者の指名については、今後継続して国際ロータリー細則第
12条 12.020. に従い、地区ガバナー指名委員会に権限を付託することを決議します。

決議第 6 号

地区大会記念事業に関する件
　青少年奉仕の一環として、吹奏楽で全国レベルの活躍を見せる児童・生徒たちが、
高い演奏技術とパフォーマンスを生で体験し、更に日本の音楽の良さを知ることで、
今後の吹奏楽の活動に活かしてもらうことを希望し、公益財団防府市文化財団の主
催「ＡＵＮＪクラシック・オーケストラコンサート 2021」に共催することを決議し
ます。

決議第 7 号

次年度の地区大会に関する件
　当地区の 2021-22 年度地区大会は、広島西南ロータリークラブをホストクラブと
して、2021 年 10 月 17日に広島市で開催することを決議します。

決議第 8 号

ホストクラブに感謝する件
　本地区大会の開催にあたり、ホストクラブの防府ロータリークラブ並びにコ・ホ
ストクラブの防府南ロータリークラブ・防府北ロータリークラブは、献身的な奉仕
をもって周到な準備をされました。有意義な大会の開催にご尽力された方々に対し、
感謝の意を表することを決議します。

2020-21 年度地区大会決議
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ご来賓

山口県知事 村岡	嗣政

防府市長 池田	豊

防府商工会議所会頭 喜多村	誠

講師

東京大学資料編纂所教授 本郷	和人

ロータリーご来賓

RI会長代理・令夫人 佐藤	芳郎 享子 岡山南RC

パストガバナー 松本	卓臣 福山RC

パストガバナー・令夫人 天野	肇 盈江 福山RC

パストガバナー・令夫人 西村	栄時 加奈江 岩国西RC

パストガバナー・令夫人 新田	薫 美枝 山口南RC

パストガバナー・令夫人 松本	茂太郎 洵子 福山RC

パストガバナー・令夫人 永冨	稔 正枝 下関東RC

パストガバナー・令夫人 金子	信 圭子 萩RC

パストガバナー・令夫人 諏訪	昭登 博子 広島西RC

パストガバナー・令夫人 岡田	幹矢 博子 周南西RC

パストガバナー・令夫人 前田	茂 司保美 三次RC

パストガバナー・令夫人 田村	泰三 裕子 柳井RC

パストガバナー 大之木	精二 呉RC

パストガバナー・令夫人 金子	克也 幸子 福山南RC

パストガバナー・令夫人 東	良輝 信子 宇部西RC

パストガバナー・令夫人 田原	榮一 美江 広島中央RC

パストガバナー・令夫人 藤中	秀幸 潤子 岩国中央RC

パストガバナー・令夫人 吉原	久司 美和子 尾道RC

パストガバナー・令夫人 晝田	眞三 郁江 福山RC

ガバナー・令夫人 脇	正典 美恵子 防府RC

ガバナーエレクト・令夫人 杉川	聡 加津子 広島西南RC

ガバナーノミニー・令夫人 石川	良興 佳世子 徳山RC

ガバナーノミニーデグジネート・令夫人 井内	康輝 淳子 広島南RC

ご来賓名簿（敬称略） G1ガバナー補佐 高木	道之 下関中央RC

G2ガバナー補佐 金子	正己 宇部RC

G3ガバナー補佐 山本	一成 防府南RC

G4ガバナー補佐 伊賀	訓之 徳山東RC

G5ガバナー補佐 中村	義行 岩国中央RC

G5ガバナー補佐幹事 藤重	英格 岩国中央RC

G6ガバナー補佐 田中	美宇 大竹RC

G7ガバナー補佐 白井	孝司 広島南RC

G8ガバナー補佐 南	利次 呉東RC

G9ガバナー補佐 澤井	一徳 広島空港RC

G10ガバナー補佐 本田	祐二 福山丸之内RC

G11ガバナー補佐 谷口	宏樹 福山赤坂RC

G12ガバナー補佐 中島	諭 三次中央RC

2019-20地区代表幹事 平地	茂雄 福山RC

2019-20地区会計長 日下	真吾 福山RC

2019-20地区事務局長 小川	恭史 福山RC

2020-21地区代表幹事 松原	博幸 防府RC

2020-21地区会計長 中村	明人 防府RC

2020-21地区事務局長 田中	信治 防府RC

2121-22地区代表幹事 佐々木	宏 広島西南RC

2021-22地区会計長 岩田	智博 広島西南RC

2021-22地区事務局長 杉本	清英 広島西南RC

ホストクラブ会長 金田	練二郎 防府RC

ホストクラブ幹事 古閑	謙士 防府RC

地区大会実行委員長 神徳	眞也 防府RC

地区大会副実行委員長 羽嶋	秀一 防府RC

地区大会実行委員会幹事 橋本	康弘 防府RC
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ロータリー地域社会共同体（RCC）

防府あすなろロータリー 会長 藤井	洋一

副会長 河杉	憲二

副会長 藤澤	慎一

幹事 濵田	和寿

副幹事 首藤	純孝

会計 久保	秀明

監事 小川	清

山下	幸二

河野	佳紀

小田	五郎

上村	誠紀

杉浦	慶彦

田中	裕志

平井	昌昭

松村	久美子

三戸	忠良

渡辺	忍

山根	靖男

繁松	宏明

内田	浩正

田村	嗣司

西村	浩一

属	広行

青木	傑

井関	紳二

金子	洋二

田中	光志

松田	卓也

ご招待者名簿（敬称略） ローターアクト

宇部RAC 会長 斎藤	拓

広島RAC 会長 臼井	幸輝

広島RAC 幹事 岡野	幸助

広島中央RAC 副会長兼代表エレクト 板井	貴大

インターアクト

防府商工高等学校 顧問教師 岩城	徹 防府RC

会長 野村	悠真

高川学園高等学校 顧問教師 藤村	幹男 防府RC

顧問教師 林	明寛

生徒 山本	麗

生徒 原田	茉優

生徒 川野	茉衣

誠英高等学校 顧問教師 友好	理子 防府RC

顧問教師 田邊	元久

顧問教師 竹田	嘉弘

部長 有田	夏希
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2020-21年度 ロータリー米山記念奨学生

MENG,	SIEV	MEY 宇部フロンティア大学 宇部西RC カンボジア（継続）

KJU	KJU	NWE 広島工業大学 広島安芸RC ミャンマー（継続）
CHANTHAVONG,	
SOUPHATTA 徳山大学 周南西RC ラオス（継続）

趙	宰常 エリザベト音楽大学 広島東RC 韓国

MECH,	SO	PANHA 宇部フロンティア大学 宇部RC カンボジア

LE	THI	HONG	NHUNG 下関市立大学 下関中央RC ベトナム

HASAN,	SABBIR	MD 広島YMCA専門学校 広島城南RC バングラデシュ

王	子駿 広島市立大学 広島廿日市RC 中国

邵	有芸 広島修道大学 広島北RC 中国

周	正 広島大学 東広島RC 中国

李	英恩 広島大学 東広島21RC 韓国
KOIKOI	JR,	ALVIN	
KARTA 広島大学 西条RC 米国

王	曽芝 山口県立大学 防府北RC 中国

路	倩 山口大学 山口県央RC 中国
NORODIN,	NUR	
SYAFIERA	AZREEN	
BINTI

山口大学 宇部東RC マレーシア

陳	芋蓉 山口大学 山口RC 中国

LUONG	THI	ANH 山口大学 小野田RC ベトナム

李	承和 東亜大学 下関RC 韓国
JAYASUNDARA	
SAMARAGE,	NUWAN	
CHINTHAKA

梅光学院大学 下関北RC スリランカ

林	哲鋒 尾道市立大学 尾道東RC マレーシア

NGUYEN	PHUOC	LINH 福山YMCA
国際ビジネス専門学校 福山西RC ベトナム

劉	暁琭 福山YMCA
国際ビジネス専門学校 福山RC 中国

陳	孝佳 福山大学 福山北RC 中国

2021-22年度 ロータリー米山記念奨学生

路	倩 山口大学 山口県央RC 中国（継続）
NORODIN,	NUR	
SYAFIERA	AZREEN	
BINTI

山口大学 宇部東RC マレーシア（継続）

LUONG	THI	ANH 山口大学 小野田RC ベトナム（継続）

楊	卿 エリザベト音楽大学 広島西南RC 中国

王	怡琳 下関市立大学 下関東RC 中国

李	海月 広島経済大学 広島中央RC 中国

呂	保鶴 広島工業大学 広島RC 中国

耿	萌 広島市立大学 広島北RC 中国

羅	書坤 広島修道大学 広島安佐RC 中国
CHAMART,	
SUANGSUDA 広島女学院大学 広島南RC タイ

鄭	西吟 広島大学 呉東RC 中国

洪	丞昱 広島大学 呉RC 韓国
PERMANA,	KRIS	
HADIAN 広島大学 呉南RC インドネシア

胡	蔚殷 山口大学 防府南RC 中国

甘	泉 山口大学 防府RC 中国

MAMUN,	TARIF	ABU	MD 山口大学 宇部RC バングラデシュ

李	政厚 山口大学 宇部西RC 韓国

MAYLINA,	LENI 山口大学 山口南RC インドネシア

崔	好永 東亜大学 下関西RC 韓国

李	碧雲 梅光学院大学 下関中央RC 中国
NGUYEN	THI	QUYNH	
ANH 比治山大学 広島東南RC ベトナム

NGYEN	THI	THAO	VY 尾道市立大学 広島空港RC ベトナム

管	宇鵬 福山大学 福山丸之内RC 中国

地区事務局

岡崎	由美

布施	美佐子

三原	生美

ご招待者名簿（敬称略）
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地区大会プログラム（敬称略）

5月16日（日）　会長幹事会・本会議
会場 /防府市公会堂

●会長・幹事会議（会場 / 防府市公会堂）

●本会議（会場 / 防府市公会堂）

9：30 Web配信開始

10：00 点鐘・本会議 ガバナー 脇	正典

日本国国歌斉唱「君が代」斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

開会宣言 大会実行委員長 神徳	眞也

ガバナー挨拶 ガバナー 脇	正典

RI 会長代理挨拶 RI 会長代理 佐藤	芳郎

クラブ表彰	 プレゼンター RI 会長代理 佐藤	芳郎

前年度決算報告 直前ガバナー 晝田	眞三

10：30 基調講演 RI 会長代理 佐藤	芳郎

閉会の辞 大会副実行委員長 羽嶋	秀一

11：45 点鐘 ガバナー 脇	正典

12：00 登録受付

12：15 Web配信開始

12：45 プロローグ（紹介ビデオ）

12：55 RI 会長代理ご夫妻入場

13：00 本会議

点鐘

日本国国歌斉唱「君が代」斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

開式の辞 大会実行委員長 神徳	眞也

地区内物故会員の紹介・黙祷

来賓紹介 ガバナー 脇	正典

歓迎挨拶 防府ロータリークラブ会長 金田	練二郎

ガバナー挨拶 ガバナー 脇	正典

来賓祝辞 山口県知事 村岡	嗣政	様

防府市長 池田	豊	様

防府商工会議所会頭 喜多村	誠	様

RI 会長代理挨拶 RI 会長代理 佐藤	芳郎

地区現況報告 ガバナー 脇	正典

大会委員会報告

登録委員会 パストガバナー 田原	榮一

選挙人資格審査委員会 パストガバナー 藤中	秀幸

大会決議委員会 パストガバナー 吉原	久司

決議採択 ガバナー 脇	正典

13：50 記念事業発表 大会実行委員長 神徳	眞也

休憩

14：00 記念講演	演題「天皇と日本人」 本郷	和人	様

15：30 講演終了

休憩

15：45 個人表彰	 プレゼンター RI 会長代理 佐藤	芳郎

感謝状及び記念品の贈呈 ガバナー 脇	正典

ガバナーエレクト・ノミニー紹介 ガバナー 脇	正典

ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 杉川	聡

ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 石川	良興

RI 会長代理所見 RI 会長代理 佐藤	芳郎

ガバナー謝辞 ガバナー 脇	正典

大抽選会

17：05 次年度地区大会案内 広島西南ロータリークラブ

閉会の辞 大会副実行委員長 羽嶋	秀一

17：15 閉会・点鐘
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記念講演会 講師紹介 ▶地区大会記念事業

本
ほん

郷
ごう

 和
かず

人
と

氏

東京大学史料編纂所 教授

記念講演 演題

「天皇と日本人」
Ａ
ア ウ ン

ＵＮ Ｊ
ジェイ

クラシック・
オーケストラコンサート

（共催 公益財団法人 防府市文化振興財団）

東大文学部・同大学院で石井進氏、五味文彦氏に師事し、日本中世史を学ぶ。
専攻は、中世政治史、古文書学。
史料編纂所で『大日本史料』第五編の編纂を担当。
ＮＨＫ大河ドラマ『平清盛』時代考証や、中世や近世を扱った様々なドラマ、アニメ、
漫画の時代考証にも携わる。
現在は、日本テレビ『世界一受けたい授業』に出演するなど、幅広い活動を行っている。

【 経 歴 】	 1960 年　東京都生まれ
	 1979 年　武蔵高等学校卒業
	 1983 年　東京大学文学部卒業
	 1988 年　東京大学大学院　人文科学研究科　博士課程単位取得
	 2012 年　東京大学史料編纂所　教授

【 著 書 】	 『戦いの日本史　武士の時代を読み直す』（角川選書）
	 『名称の言葉：乱世を生き抜く 101 の奥義』（新潮文庫）
	 『武士とは何か　中世の王権を読み解く』（角川ソフィア文庫）　他多数

和太鼓・三味線・箏・尺八・篠笛・鳴り物。通常一緒に演奏されることのない和楽器
を再編成し独自の音楽性を追究する、和楽器のみのユニットであるＡＵＮ Ｊクラシッ
ク・オーケストラ。防府市出身の箏演奏家「山野安珠美」さんもメンバーの一人です。

防府市公会堂 60 周年リニューアル記念と併せ「1000 年続く和の音を、1000 年先ま
で伝えたい」と題した今回のコンサート。防府ロータリ－クラブからは、吹奏楽で全
国レベルの活躍を見せる防府市内の小中学校の吹奏楽部員たちに、510 名分のチケッ
トを贈呈いたしました。

一級の古典技術と新世代の感性が作り上げた「伝統と革新」の音色に乗せて、地区大
会のテーマである「不易流行」の素晴らしさを、児童・生徒たちに届けていただきま
した。
コンサートの最後には、脇 正典ガバナーと市内中学校生から、花束の贈呈を行いま
した。

2021年3月21日
開催日

防府市公会堂 大ホール
場　所
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表彰 ■ 団体

米山記念奨学会功労クラブ　22RC 受賞回数
グループ 7 広島東南ロータリークラブ 59,60 回
グループ 6 広島東ロータリークラブ 48,49 回
グループ 6 広島北ロータリークラブ 47,48 回
グループ 6 広島ロータリークラブ 46回
グループ 7 広島西ロータリークラブ 43回
グループ 10 福山ロータリークラブ 39,40 回
グループ 7 広島南ロータリークラブ 34回
グループ 8 西条ロータリークラブ 33回
グループ 4 徳山東ロータリークラブ 27回
グループ 8 東広島ロータリークラブ 25回
グループ 1 下関東ロータリークラブ 24回
グループ 3 防府ロータリークラブ 22回
グループ 7 広島中央ロータリークラブ 21回
グループ 4 徳山ロータリークラブ 18回
グループ 11 福山北ロータリークラブ 14回
グループ 12 三次中央ロータリークラブ 13回
グループ 4 光ロータリークラブ 12回
グループ 5 岩国中央ロータリークラブ 11回
グループ 9 尾道ロータリークラブ 11回
グループ 6 広島安佐ロータリークラブ 5回
グループ 2 宇部東ロータリークラブ 4回
グループ 5 柳井西ロータリークラブ 2回

米山記念奨学会寄付達成クラブ　4RC 寄付金額
グループ 6 広島北ロータリークラブ 6千万円
グループ 10 福山ロータリークラブ 6千万円
グループ 10 府中ロータリークラブ 3千万円
グループ 11 福山赤坂ロータリークラブ 1千万円

表彰 ■ 団体（地区表彰）

クラブ例会年間 100％出席達成　6RC
グループ 5 柳井ロータリークラブ
グループ 6 広島北ロータリークラブ
グループ 7 広島城南ロータリークラブ

広島南ロータリークラブ
広島東南ロータリークラブ
広島西ロータリークラブ

表彰 ■ 団体

ロータリー賞　8RC
　　［プラチナ賞］

グループ 6 広島東ロータリークラブ
　　［ゴールド賞］

グループ 6 広島北ロータリークラブ
　　［シルバー賞］

グループ 1 下関中央ロータリークラブ
グループ 7 広島西南ロータリークラブ

広島西ロータリークラブ

グループ 6 広島ロータリークラブ
グループ 7 広島東南ロータリークラブ
グループ 10 福山ロータリークラブ

会長特別賞　6RC
グループ 1 下関中央ロータリークラブ
グループ 2 宇部ロータリークラブ
グループ 6 広島東ロータリークラブ

広島北ロータリークラブ
グループ 7 広島西南ロータリークラブ

広島西ロータリークラブ

ロータリー財団年次基金総額賞 年間寄付金額
1位 グループ 7 広島東南ロータリークラブ $18,496.57	
2 位 グループ 6 広島東ロータリークラブ $18,448.23	
3 位 グループ 6 広島ロータリークラブ $17,620.00	

ロータリー財団年次基金人頭額賞 金　額
1位 グループ 6 広島安佐ロータリークラブ $285.48	
2 位 グループ 3 防府ロータリークラブ $255.08	
3 位 グループ 5 柳井ロータリークラブ $246.00	

米山記念奨学会寄付総額賞 年間寄付金額
1位 グループ 10 福山ロータリークラブ 2,620,450円
2位 グループ 6 広島東ロータリークラブ 2,457,858円
3位 グループ 6 広島ロータリークラブ 1,975,000円
4位 グループ 7 広島東南ロータリークラブ 1,905,414円
5位 グループ 6 広島北ロータリークラブ 1,806,920円

米山記念奨学会個人平均寄付額賞 金　額
1位 グループ 10 福山ロータリークラブ 31,956円
2位 グループ 6 広島安佐ロータリークラブ 25,931円
3位 グループ 4 徳山ロータリークラブ 24,583円
4位 グループ 6 広島東ロータリークラブ 21,007円
5位 グループ 8 西条ロータリークラブ 19,371円
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表彰 ■ 個人（RI表彰）

奉仕部門賞
グループ 4 徳山東ロータリークラブ 神田	忠二郎

表彰 ■ 個人（地区表彰）

地区功労賞（ガバナー補佐）
グループ 1 下関北ロータリークラブ 堀川	国彦
グループ 2 萩東ロータリークラブ 金子	博巳
グループ 3 山口南ロータリークラブ 河上	隆司
グループ 4 光ロータリークラブ 平田	万三志
グループ 5 岩国西ロータリークラブ 正木	康史
グループ 6 広島東ロータリークラブ 松尾	仁
グループ 7 広島廿日市ロータリークラブ 大藤	良治
グループ 8 東広島ロータリークラブ 白島	洋司
グループ 9 尾道東ロータリークラブ 三宅	宏
グループ 10 福山ロータリー Eクラブ 2710 佐藤	俊之
グループ 11 福山北ロータリークラブ 佐藤	大三
グループ 12 東城ロータリークラブ 林	嘉啓

ロータリー財団地区奉仕賞
グループ 3 防府ロータリークラブ 脇	正典・脇	美恵子 MD	L1
グループ 6 広島東ロータリークラブ 榎本	暢之 MD	L1

40 年以上 100％出席者　49 名
55年 グループ 3 山口県央ロータリークラブ 木原	寛
50年 グループ 4 徳山ロータリークラブ 村田	雄三郎
49年 グループ 2 萩ロータリークラブ 村田	昌志

グループ 6 広島北ロータリークラブ 山本	忠男
グループ 11 福山北ロータリークラブ 谷本	光良
グループ 12 東城ロータリークラブ 寺岡	政徳

48年 グループ 2 萩東ロータリークラブ 綿貫	實
グループ 7 広島西ロータリークラブ 諏訪	昭登

47年 グループ 9 三原ロータリークラブ 上田	嘉信
46年 グループ 1 下関北ロータリークラブ 小澤	一夫

グループ 6 広島ロータリークラブ 小泉	隆司
グループ 9 三原ロータリークラブ 武田	啓志

45年 グループ 1 下関北ロータリークラブ 梅﨑	弘毅
グループ 3 山口ロータリークラブ 中野	勉
グループ 8 西条ロータリークラブ 今谷	敏彦

40 年以上 100％出席者　49 名
45年 グループ 11 福山南ロータリークラブ 多田	暁

グループ 12 吉舎ロータリークラブ 奥田	卓三
44年 グループ 2 萩ロータリークラブ 波多野	善藏

グループ 5 岩国ロータリークラブ 沖井	洋一
グループ 6 広島北ロータリークラブ 久永	洪
グループ 9 三原ロータリークラブ 難波	幸一

43年 グループ 1 下関北ロータリークラブ 西	祐司
グループ 9 因島ロータリークラブ 村上	稔

三原ロータリークラブ 中間	隆雄
グループ 11 松永ロータリークラブ 品川	晃二

42年 グループ 4 光ロータリークラブ 大木	強史
グループ 6 広島東ロータリークラブ 石川	孟範
グループ 7 広島西ロータリークラブ 長谷川	行信
グループ 8 西条ロータリークラブ 宇治木	三太郎
グループ 10 鞆の浦ロータリークラブ 上川	豊貢
グループ 11 福山北ロータリークラブ 佐藤	忠彦

41年 グループ 6 広島ロータリークラブ 中村	成朗
グループ 8 西条ロータリークラブ 小早川	清

西条ロータリークラブ 竹内	紀夫
グループ 9 因島ロータリークラブ 竹中	啓修

竹原ロータリークラブ 佐渡	文武
グループ 11 福山南ロータリークラブ 北野	純寿

松永ロータリークラブ 佐藤	光正
グループ 12 東城ロータリークラブ 舛岡	亘

40年 グループ 1 下関ロータリークラブ 古賀	郁彦
グループ 5 柳井ロータリークラブ 尾林	泰三
グループ 6 広島ロータリークラブ 浜脇	純一
グループ 7 広島南ロータリークラブ 佐古	雅則
グループ 8 呉ロータリークラブ 大之木	精二
グループ 9 尾道東ロータリークラブ 久山	栄一

竹原ロータリークラブ 金澤	節生
グループ 10 府中ロータリークラブ 児玉	正宏
グループ 11 福山南ロータリークラブ 櫻田	寛海
グループ 12 吉舎ロータリークラブ 星田	昌吾

35 年間 100％出席者　13 名
グループ 1 下関ロータリークラブ 木下	毅
グループ 2 萩ロータリークラブ 金子	信
グループ 3 防府北ロータリークラブ 光浦	愼太郎

表彰 ■ 個人（地区表彰）
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35 年間 100％出席者　13 名
グループ 4 周南西ロータリークラブ 三浦	克己
グループ 6 広島ロータリークラブ 田中	隆行
グループ 7 広島南ロータリークラブ 蔵田	健吾
グループ 8 西条ロータリークラブ 藤本	洋治
グループ 10 府中ロータリークラブ 田坂	健爾

福山ロータリークラブ 岩井	寛正
福山東ロータリークラブ 梶田	千史
福山東ロータリークラブ 山手	博人
鞆の浦ロータリークラブ 鈴木	暻澄

グループ 11 福山南ロータリークラブ 浅利	清

30 年間 100％出席者　24 名
グループ 1 下関西ロータリークラブ 油谷	潤一

下関西ロータリークラブ 増井	聰彦
グループ 2 萩ロータリークラブ 賣豆紀	雅昭

萩ロータリークラブ 杉山	仁志
グループ 3 防府北ロータリークラブ 高橋	裕延

山口ロータリークラブ 山口	一紘
グループ 4 徳山東ロータリークラブ 小野	宗典
グループ 6 広島東ロータリークラブ 大中	恒男

広島北ロータリークラブ 槇殿	透
広島北ロータリークラブ 森嶋	久雄
広島北ロータリークラブ 岡崎	陽一

グループ 7 広島南ロータリークラブ 黒木	正純
グループ 8 呉南ロータリークラブ 平本	禎輝
グループ 9 三原ロータリークラブ 出田	啓治
グループ 10 福山ロータリークラブ 林	克士
グループ 11 福山北ロータリークラブ 小川	孝夫

福山北ロータリークラブ 小野	隆平
福山北ロータリークラブ 藤尾	育造
福山西ロータリークラブ 石岡	紀彦

グループ 12 三次中央ロータリークラブ 清永	忠秋
三次中央ロータリークラブ 松本	章治
三次中央ロータリークラブ 中島	諭
三次中央ロータリークラブ 沖	東洋治
三次中央ロータリークラブ 町里	文孝

長寿会員表彰 紀寿（100才）　1名
グループ 10 福山ロータリークラブ 松本	卓臣

長寿会員表彰 卒寿（90才）　7名
グループ 4 周南西ロータリークラブ 黒神	公直
グループ 6 広島ロータリークラブ 大野	輝夫
グループ 7 広島中央ロータリークラブ 熊野	巧
グループ 9 三原ロータリークラブ 武田	啓志
グループ 10 府中ロータリークラブ 岡崎	勝次

福山ロータリークラブ 松岡	巖
グループ 12 東城ロータリークラブ 寺岡	政徳

長寿会員表彰 米寿（88才）　5名
グループ 2 宇部西ロータリークラブ 原田	健策
グループ 7 広島西ロータリークラブ 刀禰	明
グループ 9 尾道東ロータリークラブ 島岡	弥三郎
グループ 11 福山西ロータリークラブ 北村	冨喜子

松永ロータリークラブ 品川	晃二

表彰 ■ 個人（地区表彰）
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ベネファクター
グループ 1 長門 倉本	優善

下関 藤野	俊夫
下関北 福本	美洋
下関西 長岡	榮

グループ 2 萩 安藤	雅章
宇部 作村	良一

グループ 3 防府 鈴木	宏明
防府北 鬼武	洋士
防府南 長沼	幸忠
山口南 野上	茂樹

グループ 4 光 龍角	信夫
徳山 橋野	成正
徳山東 髙山	真男

グループ 5 岩国 山本	茂男
岩国西 熊谷	正信／山本	浩司

グループ 6 広島 廣谷	清
広島安芸 山本	一志
広島安佐 道垣内	文夫
広島東 高山	正
広島北 粟屋	充博
広島陵北 信原	弘
大竹 田中	美宇

グループ７ 広島中央 福田	浩
広島南 竹内	徳將
広島東南 米川	晃
広島西南 山下	幸彦
広島西 村上	健一／斉藤	昭一／諏訪	昭浩

グループ 8 呉東 石田	正明
グループ 9 因島 田頭	孝通

三原 田坂	潤
尾道 中島	秀晴
尾道東 高地	輝之
竹原 宮本	和彦

グループ 10 福山東 矢吹	泰孝
グループ 11 福山赤坂 西川	和吉

福山北 荒金	弘幸
福山西 松井	宣久
松永 尾崎	正彦

グループ 12 三次中央 小根森	直子
東城 佐川	精

表彰 ■ 個人

マルチプル・ポール･ハリス・フェロー
グループ 1 長門 市岡	貴典

下関 藤野	俊夫
下関中央 川崎	啓司
下関東 永冨	稔／中村	髙志／山口	拓志／倉田	修三

中村	秀夫
下関北 上原	祥典／弘山	直滋／斉藤	昌昭
下関西 西原	克彦

グループ 2 萩 金子	信
宇部 山本	徹／東谷	和夫／福田	信二／西村	正彦
宇部東 藤里	隆／外尾	雅男
宇部西 佐藤	育男

グループ 3 防府 脇	正典／神徳	眞也
防府北 鬼武	洋士
防府南 長沼	志磨子
山口 正木	圭子／作間	悦次／田原	卓浩／髙橋	敦子

吉岡	秀成
山口南 奥野	義和／有吉	博／入交	知則／清水	力

潮	浩／中山	敏夫／西村	健治
グループ 4 光 平田	万三志／西本	達生／大木	強史

白井	博之／山根	秀友／萬谷	竹彦／内藤	芳弘
時盛	真／通山	晋哉／栁	太志

周南西 赤坂	徳靖／近間	純栄／江村	之孝／藤井	英雄
藤井	正一／原田	亮彦／檜垣	康彦／平村	紀夫
金丸	眞明／兼安	紀和／河谷	昭彦／岸本	修
國光	弘／黒神	公直／松原	健一郎／三浦	克己
宮本	治郎／宗藤	修治／中川	宣夫／大橋	一由起
齋藤	文護／佐藤	武夫／重高	正博／御園生	宣尚
登坂	正子／続木	石爝／吉原	雍

徳山東 後藤	幸夫／金井	一成／弘中	善昭／伊賀	浩一郎
小野	宗典／岩本	昌樹／河村	州人／棟居	秀行
中林	恵次／沖本	浩／髙山	真男／田村	浩昭

グループ 5 岩国中央 藤本	治道
柳井 福田	敏勝／井森	浩視／金井	哲明／河村	敬一郎

近藤	穂積／村上	智真／小野	悟／中村	雅彦
柳井西 秋田	京子／海田	博文／藤麻	一三／市川	英助

松前	俊健／村岡	恭行／西海	俊夫
グループ 6 広島 藤井	一裕

広島安芸 木下	景太
広島安佐 松岡	與吉／長神	憲一／浮田	収／青木	幹丸

奥芝	隆／清家	俊一／谷	勝美／八條	範彦
森本	真治／大北	茂人

広島東 榎本	暢之／石田	晃司／九十九	康利／堤田	英治
廣川	裕
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グループ 6 広島北 石田	平二／久保	雅史／増田	達夫／神農	洪明
杉町	孝

広島陵北 山田	和弘
グループ 7 広島中央 宗正	俊文／吉川	惠／吉川	修平／松村	公市

大久保	雅通／迫田	勝明／山肩	俊晴／
山野井	秀樹／平松	恵一／木下	三枝子
長場		誠／大坂	隆志／下原	千夏／砂田	恭延
鳥井	均城／土谷	治子／山本	昌弘／好永	裕一

広島廿日市 川﨑	尚
広島南 尼子	昌夫／久枝	捷史／井内	康輝／伊藤	學人

和泉	眞／丸岡	優介／村尾	修司／長沼	毅
坂本	憲治／寒川	起佳／杉田	輝征／巣守	整司
竹内	徳將／山岡	公司／中村	靖富満／中野	徹
中𠮷 雄二／沖 正志／佐伯 祐司／種村 一磨
山内	恭輔／佐々木	和宏／瀬濤	康寛／髙田	耕基
髙田	諭

広島東南 古本	由美／久保河内	豊／尾立	道泰／佐々木	誠
品川	晃二

広島西南 杉川	聡
広島西 豊岡	博夫／前橋	寛／柴田	脩司

グループ 8 江田島 三奈戸	宣宏／鈴木	雅貴
東広島 早志	光由／有村	健二／白島	洋司
東広島 21 今谷	哲也
呉南 山本	清／垣谷	広明／亀本	興紀／狩尾	元重

西村	英昭／藤本	哲智
西条 今谷	敏彦／小早川	清／佐々木	正博

宇治木	三太郎／平賀	弥泉／髙原	良彦
廣幡	勝祐／金好	康隆／島	靖英／山田	謙慈

グループ 9 因島 松浦	伸幸
三原 勝村	善博
尾道 田邊	耕造／清水	秀樹／麻生	章雄／本多	智士

鍜治川	孝雄／木曽	昭彦／鍋島	靖人／岡本	裕
大崎	賢二／砂田	光俊／手塚	弘三／山根	隆
吉田	雄一

瀬戸田 耕三寺	孝三／長澤	雅男／田坂	光宏
グループ 10 府中 別所	照之／清水	一信／平	祐介

福山 岩井	寛正／波間	隆生／坂本	哲巳／森岡	美朗
日下	真吾

福山東 藤井	浩治／池田	擴臣／三谷	浩二郎／三谷	道昭
浦上	修／山﨑	欣亮／浜田	一二

福山丸之内 濵田	雅文／笹井	康史／吉永	舞
グループ 11 福山赤坂 麦谷	恒雄／今川	忠男／門田	一治／西川	和吉

眞田	奈津基／眞田	惣行／谷口	宏樹

表彰 ■ 個人

グループ 11 福山北 荒金	弘幸
福山南 朝日奈	正信／西村	和彦
福山西 小田	宗市／登里	孝司
松永 中根	洋一／小川	閑渕／岡田	博次／沖	裕人

内海	宣能／藤井	益夫／井出	隆之／石井	元
前田	直秀／小川	一佳／岡田	昌幸／奥田	芳昭
大村	秀樹／尾崎	正彦／佐藤	文洋／上重	和久
山本	哲士／矢野	利明

グループ 12 吉舎 奥田	伸吾
三次中央 町里	文孝／井上	幸三
東城 三上	芳之／宮田	晴士／竹内	光義／谷	壯一郎

寺岡	政徳／後藤	茂行／林	嘉啓／日傳	晶夫
内藤	勝也／坂部	由香子／横山	勝

ポール･ハリス・フェロー
グループ 1 下関 冨永	洋一／山本	修司

下関中央 佐々木	博昭
下関東 長船	友紀
下関北 福田	稔
下関西 長岡	榮

グループ 2 宇部東 コンラド・ペーター
宇部西 橋本	忠直／谷澤	幸生

グループ 3 防府 東	佳範／橋本	康弘／弘中	貴之／片岡	謙一
松永	充宏／村重	浩三／杉山	知行

防府南 村田	真美／山本	一成
グループ 4 光 兼森	憲太郎／宮尾	明久
グループ 5 岩国 樫迫	将人／舛本	行広／森口	達也／村重	雅崇

岩国西 茶藤	淳一
グループ 6 広島 藤田	衛成／松田	哲也／岡本	與平／大上	正人

佐々木	直義／島	秀行／都志見	武彦／吉田	正裕
広島東 藤田	昭／丸茂	裕樹／見附	丈尚／岡野	昭三
広島北 本田	善昭／渡部	哲生／吉永	征史
広島陵北 今枝	仁／大場	常幸／菅	泰晶／陶山	ケイ子

若林	孝光／吉田	尊禮
グループ 7 広島中央 安藤	徹哉／神田	栄治／加藤	孝子／田中	純子

広島城南 山内	将
広島南 久保	満／増田	裕典／松原	裕一／小川	和夫

佐古	隆司
広島東南 角田	由貴子／河野	洋平／竹内	路子

蔦尾	健太郎
広島西南 佐古	雄司／佐々木	信幸／新藤	幸次郎
広島西 村上	健一／新本	康弘／大植	伸／鈴木	義尚

吉田	大蔵
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グループ 8 江田島 古澤	彰一
呉南 平尾	圭司／石丸	學／沖本	恭治

グループ 9 因島 井川	宏二／田頭	孝通
三原 伊達	正治
尾道 福島	光宏／花房	晶／平岡	好明／池田	寛

稲田	全示／狩野	牧人／笠井	裕／桑田	政文
松下	雅人／宮地	宏明／村上	博志／村上	正臣
村上	伸一／中	洋一／中谷	武／二宮	仁
西村	洋／小倉	一洋／大田原	保／佐藤	智幸
澤田	昌文／住吉	勝志／髙垣	孝久／竹田	雄一
次田	展之／山根	近／山内	奈保子／𠮷 田 大造

瀬戸田 筒井	信
グループ 10 府中 児玉	宏史

福山東 小林	孝子／小田	直子
グループ 11 福山赤坂 馬場	正人／武郷	義昭／原	隆之／畑	弓子

東森	由倫／平井	啓博／石井	宏和／河村	博文
桑田	真由美／松浦	宏次／森原	久美子／
村井	祐介／中根	基博／岡田	直也／田中	ひとみ
山本	秀樹／吉池	覚／𠮷 元 友浩

福山南 槇田	烈希／村上	泰宣／瀬尾	寿美子
福山西 笹田	博之／内山	春夫
松永 丸山	高司／丸山	由佳里

グループ 12 三次 神田	将文
庄原 石田	泰則
東城 磯川	浩之／倉橋	尚征／永松	裕介／名越	圭佑

佐川	精／佐藤	友則

米山功労者 （メジャードナー）

グループ 4 徳山 石川	良興（50回）
グループ 5 岩国西 西村	栄時（13回）

岩国中央 西本	守利（10回）
グループ 8 西条 本田	逸男（11回）／新開	洋一（10回）

東広島 山名	征三（22回）／蔵田	憲（10回）
グループ 9 三原 松尾	恵輔（18回）／福島	偉人（12回）
グループ 10 福山 松本	茂太郎（19回）／天野	肇（17回）

松本	洵子（16回）
グループ 11 福山北 藤井	好夫（11回）／小野	隆平（10回）
グループ 12 吉舎 奥田	卓三（15回）

表彰 ■ 個人

米山功労者 （マルチプル）

グループ 1 下関東 立石	勝（5回）
下関北 斉藤	昌昭（3回）

グループ 2 宇部 田中	敏夫（4回）／橋本	澄男（4回）／木下	敏彦（4回）
神谷	晃（3回）／清水	昭彦（3回）／塔野	毅（2回）
藤井	政夫（2回）／作村	良一（2回）

宇部東 翁林	武雄（5回）
萩 田中	文夫（2回）

グループ 3 山口 河本	善邦（7回）
山口県央 木原	寛（8回）
防府北 鬼武	洋士（4回）／古松	孝蔵（4回）

グループ 4 徳山東 梅田	馨（4回）／山田	正敏（4回）／神足	正己（4回）
松村	康人（4回）／藤井	義（4回）／弘中	善昭（3回）
風井	啓二（2回）／小野	宗典（2回）／髙山	真男（2回）
河村	州人（2回）

グループ 5 岩国 田辺	正浩（2回）
岩国西 沖村	和也（2回）
岩国中央 藤本	治道（4回）

グループ 6 広島 藤井	一裕（3回）／正岡	亨（3回）／木村	祭氏（2回）
高橋	司（2回）／鶴	衛（2回）

広島安芸 野間	昇司（4回）
広島東 白崎	晃久（3回）／打海	啓次（3回）／松脇	庸夫（2回）

山﨑	健次（2回）／満田	一博（2回）
広島北 庄子	佳良（6回）／土井	洋二（4回）／中山	昌実（3回）

水野	勝（3回）／鈴木	孝幸（3回）／神農	洪明（2回）
山内	盛利（2回）／久保	雅史（2回）／杉町	孝（2回）
坪内	昭吉（2回）

グループ 7 広島西 諏訪	昭登（8回）／上野	純一（7回）／金本	善行（7回）
川西	祐二（7回）／新原	靖（7回）／岡野	賢太郎（5回）
原	敬（4回）／長谷川	行信（4回）／児玉	裕志（4回）

広島西南 岡本	俊雄（3回）／室﨑	雅宣（2回）
広島中央 古澤	宰治（5回）／徳見	泰司（2回）／児玉	哲郎（2回）
広島東南 胡	定晃（2回）

グループ 8 呉 神垣	和典（6回）／武田	正視（2回）
呉南 宇都宮	昭憲（4回）／土岡	正和（2回）
西条 宇治木	三太郎（9回）／高原	良彦（6回）／

佐々木	正博（6回）／廣幡	勝祐（6回）／
山田	謙慈（6回）／寺川	清（6回）／平賀	弥泉（6回）

東広島 島﨑	晶子（2回）
東広島 21 土肥	慎二郎（8回）

グループ 9 尾道 清水	秀樹（3回）
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表彰 ■ 個人

グループ 10 福山 日下	真吾（7回）／藤木	賞之（4回）／唐川	正明（4回）
晝田	眞三（4回）

福山東 川本	晏聖（4回）／浦上	修（2回）
鞆の浦 鈴木	暻澄（4回）

グループ 11 福山西 北	治郎（4回）
福山赤坂 眞田	奈津基（2回）
福山北 山本	誠宏（4回）／村上	学（4回）／谷本	光良（4回）

佐藤	大三（2回）／苅谷	友之（2回）
グループ 12 吉舎 片山	義明（2回）

三次中央 信国	秀昭（3回）
庄原 児玉	節（2回）

表彰 ■ 個人

米山功労者 （第１回）

グループ 1 長門 小泉	成弘
下関 山本	修司
下関中央 川村	仁誠
下関東 長船	友紀
下関西 長岡	榮／廣田	幸彦

グループ 2 萩東 金子	博巳
宇部西 山本	貴士／瀬山	義人／岩村	誠

グループ 3 防府 岡田	則夫／齋藤	兼三／原	誉顕
山口南 内田	恵子／巨海	裕定

グループ 4 光 嶋	正経／山根	秀友／岩畑	宗保
徳山東 森田	義男／兼清	則行／狩野	洋一

グループ 5 岩国 金川	律夫／丸谷	充
岩国西 松本	誠司
柳井西 西村	日出雄

グループ 6 広島 岡本	賢／中村	一朗
広島安芸 清貞	裕／和田	章宏
広島東 半田	徹／桧垣	香織／藤原	英生／吉田	明浩

落合	央範／中田	幸男
広島北 濱本	利寿／本田	善昭／吉永	征史／渡部	哲生

グループ 7 広島中央 黒瀬	真一郎
広島南 前田	政登己／小川	和夫／中井	雄三

宮迫	雄平／三宅	雅彦／小出	克己
広島東南 竹内	路子／鹿瀬	賢二／大井	克元／谷井	智

岩垂	鈴香
広島西南 水谷	耕平／藤田	進
広島西 川妻	利絵／松岡	輝明

グループ 9 三原 梶山	晃雄
尾道東 杢谷	正樹

グループ 10 福山丸之内 竹本	雅雄／猪原	清
鞆の浦 井上	茂樹／桒田	正人

グループ 11 福山赤坂 畑	弓子
福山北 高倉	範尚
福山西 梶原	啓子
松永 橋本	行正／丸山	高司／丸山	由佳里

米山功労法人 累計額

グループ 10 福山
福山瓦斯株式会社
松本茂太郎
（第2回	米山特別功労法人）

2,000,000円

グループ 6 広島東南 株式会社寿老園 	 500,000円
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物 故 者
2019-20 年度

（2019 年７月１日〜 2020 年６月 30日）

Ｇ クラブ名 氏名 ご逝去年月日 享年 入会年月

1 下関東 田
タ
上
ガミ
　肇
ハジメ

2019 年 10 月 24 日 80 1996 年 4月 18日

1 下関北 中
ナカ
原
ハラ
	恭
ヤス
弘
ヒロ

2020 年 2月 29日 91 1973 年 2月 25日

2 萩東 池
イケ
田
ダ
	誠
セイ
次
ジ

2019 年 12 月 22 日 68 1995 年 11 月 7日

2 美祢 佐
サ
藤
トウ
	俊
トシ
明
アキ

2019 年 8月 30日 86 1991 年 6月 1日

2 宇部 吉
ヨシ
村
ムラ
　亨
トオル

2019 年 11 月 18 日 92	 1967 年 3月 2日

5 岩国西 深
フカ
川
ガワ
	昭
ショウ
治
ジ

2019 年 11 月 6日 91 1969 年 6月 21日

5 岩国西 谷
タニ
川
ガワ
	幸
コウ
造
ゾウ

2020 年 2月 19日 77 1988 年 7月 1日

6 広島 山
ヤマ
本
モト
	治
ジ
朗
ロウ

2019 年 7月 26日 70 1985 年 1月 22日

6 広島 桐
キリ
原
ハラ
	秀
ヒデ
雄
オ

2019 年 9月 13日 90 1972 年 1月 25日

7 広島廿日市 中
ナカ
本
モト
	昭
アキ
文
フミ

2020 年 2月 27日 86 1995 年 5月 8日

7 広島南 三
ミ
村
ムラ
	繁
シゲ
雄
オ

2019 年 10 月 19 日 68 1995 年 2月 24日

8 東広島 有
アリ
村
ムラ
	健
ケン
二
ジ

2019 年 8月 15日 70 1989 年 2月 14日

8 呉 武
タケ
田
ダ
	正
タダ
視
ミ

2019 年 8月 3日 92	 1987 年 8月 27日

10 福山東 小
オ
川
ガワ
　弘
ヒロシ

2019 年 12 月 30 日 89 1984 年 8月 1日

10 福山東 金
カネミツ
光	勝

カツ
己
ミ

2020 年 3月 3日 73 1984 年 8月 1日

謹んで哀悼の意を表します
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クラブ別登録状況
グループ クラブ名 登録数

1 長門ロータリークラブ 7
村田	勇吉 内野	昭貴 青村	修次 市岡	貴典
小泉	成弘 横田	昭男 吉村	彦士

グループ クラブ名 登録数
2 萩ロータリークラブ 8

小林	亨 波多野	慎一 小枝	寿明 松村	孝明
三浦	聖司 大久保	裕元 田村	昌彦 八木田	真光

グループ クラブ名 登録数
2 萩東ロータリークラブ 10

中村	正彦 井関	貴洋 阿武	周平 小林	正史
小見山	剛英 篠原	勝 岩本	弘司 金子	博巳
三村	夏彦	 吉津	哲夫

グループ クラブ名 登録数
2 美祢ロータリークラブ 8

原田	晋作 今田	千恵美 牛尾	哉 戎屋	昭彦
小松	一雄 田村	繁晴 山口	貴嗣 鹿嶋	辰夫

グループ クラブ名 登録数
2 小野田ロータリークラブ 11

水津	弘史 橋羽	俊二 加藤	善雄 川端	章弘
嶋田	栄作 嶋本	達家 下瀬	豊晴 田中	剛男
西村	公一 姫路	紀 古豊	和恵

グループ クラブ名 登録数
2 宇部ロータリークラブ 27

猪熊	哲彦 芥川	貴久爾 金子	正己 網本	有二
藤井	政夫 古谷	博司 平田	和幸 東谷	和夫	
神谷	晃 金子	準二 金子	法子 神吉	ゆかり
木下	敏彦 長坂	祐二 西村	滋生 小川	伸策
岡田	章 岡本	尚久 大谷	将治 齋藤	博
作村	良一 清水	昭彦 高井	仁 髙井	信明
田中	敏夫 塔野	毅 脇	和也

グループ クラブ名 登録数
2 宇部東ロータリークラブ 6

コンラド・ペーター 梅田	芳直 徳田	文男 大谷	志成
藤里	隆 矢田	真弓

グループ クラブ名 登録数
1 下関ロータリークラブ 8

吉岡	德人 伊藤	真一 宮崎	隆 藤野	俊夫
山本	修司 前田	直巳 櫛田 宏冶 村上	幸男

グループ クラブ名 登録数
1 下関中央ロータリークラブ 17

小林	智亜紀 内田	賢太郎 高木	道之 山下	英行
坂田	安章 遠山	辰雄 要田	二三子 田中	富士子
川村	捷哉 山下	雅之 佐々木	博昭 松浦	正徳
関谷	豊 藤﨑	崇秀 川村	仁誠 梅田	泰志
酒匂川	章

グループ クラブ名 登録数
1 下関東ロータリークラブ 8

松村	一稔 田中	修 倉田	修三 水野	直房
木下	稔 増井	洋平 西山	玲子 清水	哲生

グループ クラブ名 登録数
1 下関北ロータリークラブ 12

弘山	直滋 福田	稔 上原	祥典 紺箭	素彦
斉藤	昌彦 迫田	浩 田渕	清隆 堀川	国彦
山田	浩志 山根	康男 渡邊	康弘 福本	美洋

グループ クラブ名 登録数
1 下関西ロータリークラブ 15

平井	淳二 畑中	重人 室中	俊郎 増井	聰彦
田村	雅道 廣田	幸彦 池上	弘 沖潮	宗男
領家	勉 大田	三夫 畑	栄次 林	一徳
石原	周明 徳留	隆夫 白井	朋子
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グループ クラブ名 登録数
2 宇部西ロータリークラブ 14

山根	幸彦 郷田	宏 竹内	文江 藤本	哲憲
岩村	誠 兼広	三朗 白石	正典 篠崎	文彦
末冨	秀史 月足	賢治 東	良輝 東	信子
綿田	敏孝 有田	幸一

グループ クラブ名 登録数
3 防府南ロータリークラブ 42

中村	元彦 宮本	俊亮 山本	一成 秋本	園子
秋山	泰三 深井	修一 福田	淳子 藤井	省吾
福田	太郎 藤井	博明 原田	修 原田	和彦
濱	敏幸 林	晃 礒野	晶則 城	宣生
門田	晴善 小山	剛器 久保	潤爾 賀門	武士
倉員	祥子 宮本	雄次 村田	真美 村谷	真智子
棟久	隆祐 光永	治 長沼	志磨子 長沼	幸忠
中川	信広 仲間	充彦 岡田	利雄 岡	倫明
島田	教明 隅田	栄治 鈴木	武 澤﨑	昭彦
田中	康一 髙須	洋 吉本	昌弘 吉冨	昌夫
吉村	憲和 横田	芳彦

グループ クラブ名 登録数
3 山口ロータリークラブ 24

田原	卓浩 田村	博子 牛見	正彦 香川	智弘
河村	和夫 黒井	克宣 作間	悦次 佐藤	英仁
重見	秀和 椙山	一生 関口	文規 田中	真樹
髙橋	敦子 中川	健一 中野	勉 西村	健一
波多野	義憲 濵岸	守 正木	圭子 水永	忠伸
森川	繁 山口	一紘 山田	太郎 横田	晃一

グループ クラブ名 登録数
3 山口県央ロータリークラブ 18

山本	和郎 古本	武男 宇佐川	聡 小川	由美
片岡	章 金子	宏 久保	紳哉 河野	藤丸

多田	真一郎 田平	秀幸 西田	一也 西山	達矢
浜本	史明 久光	彰 藤井	淸一郎 古谷	雅之
本間	純也 松尾	昭夫

グループ クラブ名 登録数
3 防府ロータリークラブ 57

金田	練二郎 古閑	謙士 東	佳範 家本	哲夫
池永	光男 石田	浩三 板村	至 市川	真也
井藤	憲彰 伊藤	麻里子 伊藤	義和 入江	弘幸
岩城	淳 上田	清侍 梅本	洋平 岡田	則夫
片岡	謙一 加藤	稔 河村	髙志 喜多村	誠
久保	浩通 神徳	眞也 齋藤	兼三 笹本	英雄
澤田	健規 白石	民彦 水津	信之 杉山	知行
鈴木	宏明 竹田	健児 田中	信治 坪内	寿郎
土井	康徳 歳弘	真悟 中谷	泰 中司	達美
長縄	武昭 中村	明人 新原	耕由 西村	淳
西村	健治 橋本	康弘 羽嶋	秀一 林	勲
原	誉顕 弘中	貴之 廣政	寛 藤本	晃二
桝野	正明 松田	和彦 松原	博幸 光谷	博
三好	伸康 村重	浩三 守田	誠 脇	正典
脇	幸典

グループ クラブ名 登録数
3 防府北ロータリークラブ 23

平野	信二 大前	淳登 古松	孝蔵 古松	幸雄
藤村	こずえ 河辺	智之 熊谷	裕子 光浦	愼太郎
右田	克行 松永	雅紀 前田	隆男 丸山	真司
永田	信明 中田	佑輔 鬼武	洋士 高橋	裕延
竹村	俊浩 山野	貴教 山路	太郎 山崎	秀樹
吉村	達雄 安永	裕二 大野	政人

クラブ別登録状況
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クラブ別登録状況
グループ クラブ名 登録数

3 山口南ロータリークラブ 31
小笠原	靖 新山	晃規 新田	薫 新田	美枝
青木	正治 有吉	博 入江	幸江 入交	知則
上村	卓司 大隅	洋三 巨海	裕定 奥野	義和
片岡	貞継 加藤	慶昭 河上	隆司 國田	博信
神徳	翁甫 佐藤	大助 清水	力 竹下	徹
中村	龍 西村	健治 堀本	紀代 松田	範和
村山	邦孝 守田	洋一 森本	耕介 横山	詩土
渡邉	一正 瀬川	和久 野上	茂樹

グループ クラブ名 登録数
4 徳山セントラルロータリークラブ 18

金織	平浩 蔵田	聡 赤穴	治 岩本	英樹
宇多川	剛彦 内富	敬厚 梅本	光紀 栗原	英見
杉田	昌士 高田	愼二 津田	廣文 羽野	公一郎
原田	正剛 藤田	徹 政田	康孝 松田	明
村上	芳男 八塚	和雄

グループ クラブ名 登録数
4 徳山東ロータリークラブ 49

加茂	孝 小野	晃 穐本	晴夫 伊賀	浩一郎
伊賀	訓之 池村	俊治 岩本	昌樹 岡村	光洋
沖本	浩 小田	孝政 小野	宗典 風井	啓二
金井	龍夫 兼清	則行 河村	州人 川元	正
神田	忠二郎 神足	正己 河野	暢公 後藤	幸夫
近藤	照雄 高山	真男 武居	直人 田中	悟
田村	浩昭 中野	淳 中林	恵次 中元	賢武
萩原	哲也 林	弘 原	猛 平田	吉勝
弘中	伸寛 弘中	善昭 普喜	智明 藤井	義
藤本	弘信 松村	康人 松本	博明 三浦	淳
三浦	晴彦 棟居	伸行 棟居	秀行 森繁	陽介
森田	義男 柳瀬	正治 山崎	龍喜 山田	正敏
山脇	聡男

グループ クラブ名 登録数
5 岩国ロータリークラブ 6

中邑	隆哉 藤村	敏行 上田	文雄 小林	元壯
前田	宏行 坂井	幸栄

グループ クラブ名 登録数
5 岩国中央ロータリークラブ 15

森本	洋一 松川	卓司 藤中	秀幸 藤中	潤子
中村	義行 藤重	英格 安本	政人 西本	守利
勝井	優 宮本	民子 菊重	隆之 米田	範光
藤井	英樹 藤本	治道 吉良	昭治

グループ クラブ名 登録数
4 光ロータリークラブ 20

吉井	幸雄 貞兼	智 時盛	真 藤井	政彰
山本	勉 寺崎	益朗 藤本	司 福原	英樹
平田	万三志 海田	和幸 川畑	龍治 三名木	啓吾
中村	聡 龍角	信夫 三時	行雄 白井	博之
通山	晋哉 上原	良一 和田	巧 吉岡	章

グループ クラブ名 登録数
4 周南西ロータリークラブ 9

檜垣	康彦 金岡	泰成 御園生	宣尚 河谷	昭彦
黒神	直大 竹光	国男 原田	康宏 蔵清	正一
京瀧	崇久

グループ クラブ名 登録数
4 徳山ロータリークラブ 44

戸倉	茂雄 柏田	裕之 石川	良興 石川	佳世子
赤松	泰城 岡崎	昌子 河野	正幸 國廣	浩典
小林	祐介 竹村	恭典 近森	隆宏 中野	讓
中村	毅一郎 西尾	正嗣 西尾	正尚 橋野	成正
林	靖彦 福谷	正道 堀	信明 三浦	靖彦
村田	雄三郎 守政	和浩 石丸	秀宣 岩田	幸雄
卜部	博文 越智	誠 金田	好正 小松	透
渋谷	智啓 德田	晴宣 土井	宏行 豊田	高輔
内藤	光俊 西原	太 野間	慎朗 原元	典夫
平岡	英雄 藤村	哲一 正岡	道啓 松村	佳成
松村	喜裕 三上	忠 宮副	弘明 山本	順三
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クラブ別登録状況
グループ クラブ名 登録数

5 岩国西ロータリークラブ 36
中塚	英吉 広中	千佳 西村	栄時 西村	加奈江
長野	壽 重本	秀明 藤本	俊文 八百谷	俊昭
後長	道伸 塩井	亮太郎 正木	康史 益本	雄二
山本屋	敦 川畑	道子 岡村	義弘 熊谷	正信
塩屋	喜三郎 山本	浩司 茶藤	淳一 西	伸二郎
波田	玉良	 田村	巌 村川	直治 藤井	葉月
小俣	伸博 兼田	康史 吉村	宏真 清水	喜江
大田	謙二 白石	哲也 村元	真澄 杉村	憲昭
川本	利幸 岡本	秀之 深川	一呂紀 中本	千秋

グループ クラブ名 登録数
5 柳井ロータリークラブ 15

友瀬	浩太郎 中村	昌幸 田村	泰三 石橋	貴雄
石田	博俊 井森	浩視 勝村	靖夫 数井	弘幸
西田	浩之 大竹	浩美 杉田	由明 和田	実
糯畑	房子 安並	直樹 佐々木	博明

グループ クラブ名 登録数
5 柳井西ロータリークラブ 8

志熊	理史 杉原	忠吉 金弘	重雄 秋田	京子
池田	美喜男 幸田	憲明 重冨	貴保 西海	俊夫

グループ クラブ名 登録数
6 広島ロータリークラブ 40

蔵田	修 正岡	亨 檜山	典英 石田	優子
川野	祐二 熊平	明宣 海田	宏顕 三山	秀昭
前田	昌裕 大上	正人 住吉	德夫 鶴	衛
川手	康司 猪倉	稔正 有我	敦 藤井	一裕
藤田	衛成 今井	大造 桐原	真一郎 松井	敏
三島	豊 森柄	茂一 森泉	泰和 中村	一朗
大迫	唯志 大下	洋嗣 岡本	賢 小畑	博文
大旗	祥 小田	宏史 佐伯 	正道 佐々木	達
佐藤	悟朗 佐々木	直義 島	秀行 龍永	和成
鵜野	徳文 門屋	秀臣 浅井	譲司 白川	貴久子

グループ クラブ名 登録数
6 広島安芸ロータリークラブ 20

羽山	信宏 西本	愼一 土井	啓嗣 原山	智行
小畑	進 清貞	裕 木下	景太 松尾	龍一
松田	浩一 水野	昌典 西本	維文 仲田	誠一
太田	健次 静川	周 菅田	巌 田畑	裕生
和田	章宏 山本	一志 結城	惠司 岡﨑	源

グループ クラブ名 登録数
6 広島安佐ロータリークラブ 10

青木	幹丸 山口	洋充 道垣内	文夫 黒田	七郎
松岡	與吉 三宅	恭次 中村	富子 岡本	忠文
横手	裕康 浮田	収

グループ クラブ名 登録数
6 広島東ロータリークラブ 40

喜瀬	清 榎本	暢之 藤原	英生 廣川	裕
林	惠介 平原	敏行 原田	美穂 半田	真一

井手ケ原	誠 石井	裕一郎 久保田	貴八郎 松尾	仁
前川	秀雅 丸茂	裕樹	 水野	圭人 松本	明久
森藤	雅彦 長井	紳一郎 中田	幸男 内藤	貴明
祢宜	隆 岡野	昭三 落合	央範 折本	佳典

瀬川	志保美 佐野	讓顯 齋村	美由紀 佐々木	茂喜
佐々木	越人 堤田	英治 九十九	康利 髙木	浩治
𠮷 野 泰弘 山﨑	健次 行武	俊介 田口	智
結城	範宗 武田	信晃 澤田	賀央 山根	以久子
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グループ クラブ名 登録数
6 広島北ロータリークラブ 50

久保	豊年 下前	嘉彦 秋山	竜一 粟屋	充博
浦	信一 岡部	知之 上河内	裕司 桑原	一通
小林	直哉 塩本	能尚 下川	信宏 新谷	欽史
竹内	剛 武部	清史 樹野	敏之 樽本	陽輔
堤	大地 坪内	昭吉 土井	洋二 中川	良浩
中根	弘幸 畑	秀樹 濱本	利寿 福永	誠一
藤田	省蔵 藤原	克実 古田	裕三 松田	宜久
丸本	佳生 森	直基 山坂	哲郎 赤井	友昭
深川	泰志 林谷	浩二 池久保	典也 桑村	守
吉良	賢治 宮本	伸久 丸子	潤一郎 中山	昌実
西開地	憲 庄子	佳良 杉町	孝 高井	建治
上野	淳次 山内	盛利 吉永	征史 岩本	利宣
野口	隆志 渡部	哲生

グループ クラブ名 登録数
6 広島陵北ロータリークラブ 28

石川	貴与和 貞徳	伸治 榎木	亮次 古谷	幸一
船場	誠吾 星月	光生 平岡	栄作 伊藤	弘幸
井上	進 森川	和彦 森中	祥二 村上	知史
村竹	正樹 南條	泰 中尾	文治 大場	常幸
鈴木	大次郎 佐野	隆志 瀬川	長良 高野	憲一郎
龍山	永明 高橋	竜也 瓜生	智則 渡部	邦昭
山田	和弘 横須	佳織 川中	敬三 三村	直雅

グループ クラブ名 登録数
6 大竹ロータリークラブ 3

村中	明博 木谷	義徳 田中	美宇

グループ クラブ名 登録数
7 広島中央ロータリークラブ 27

芥川	宏 大坂	隆志 田原	榮一 田原	美江
加藤	孝子 松村	公市 長場	誠 七枝	敏洋
嶋本	文雄 城本	健司 澁谷	紀子 淀江	晃太郎
藤村	欣吾 古澤	宰治 吉川	惠 児玉	哲郎
三宅	朗充 宮下	佳昌 緒方	俊平 大久保	雅通
岡田	茂 大田	由孝 大内	総一郎 杉本	嘉朗
迫田	勝明 下原	千夏 好永	裕一

グループ クラブ名 登録数
7 広島廿日市ロータリークラブ 7

松本	猛 松野	正信 永井	勝康 梶田	滋
渡邊	英晶 上杉	昌幸 今川	勝

グループ クラブ名 登録数
7 広島城南ロータリークラブ 16

平井	篤志 児玉	哲也 古江	暢敏 福山	正剛
橋沢	宏弥 河中	清 門田	充慶 正木	英生
松本	勝行 水口	弘士 二上	真也 大畑	哲也
竹岡	龍太郎 高藤	孝一 竹村	有右 吉村	元亨

クラブ別登録状況
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グループ クラブ名 登録数
7 広島南ロータリークラブ 90

佐伯 	祐司 平賀	哲朗 井内	康輝 井内	淳子
白井	孝司 尼子	昌夫 安部	知格 麓	勉
花岡	宏 久枝	捷史 廣田	昭 東田	洋一
濱中	正行 和泉	眞 伊藤	學人 泉	博之
蔵田	健吾 黒木	正純 河野	高信 久保田	育造
熊谷	宏 苅田	知英 河合	直人 久保	満
小出	克己 川村	勝彦 宮崎	敬介 丸岡	優介
真部	哲 三宅	雅彦 前川	拓也 宮迫	雄平
増田	裕典 前田	政登己 松原	裕一 森迫	泰弘
南	和彦 水口	信 丸元	圭司 長沼	毅
中吉	雄二 中村	靖富満 中野	徹 中本	俊之
中村	透 中尾	良司 越智	基浩 小川	和夫
巣守	整司 末国	陽夫 佐古	雅則 寒川	起佳
杉田	輝征 坂本	憲治 瀬濤	康寛 種村	一磨
佐々木	和宏 佐古	隆司 先本	賢司 迫谷	章
滝口	峻 田村	治重 竹中	康雄 竹内	徳將
髙田	耕基 髙田	諭 寺西	哲也 田中	伸
田中	和男 上野	充憲 歌田	光典 上松	史和
渡	貞雄 我妻	正規 山根	恒弘 山岡	公司
山内	恭輔 山根	康嗣 米澤	千晴 横田	好明
山中	登 清宗	一男 古村	一朗 吉野	雄一郎
天野	成幸 佐伯 	正浩 秦	洋二郎 井澤	顕彦
吉田	尊弘 大山	晴彦

グループ クラブ名 登録数
7 広島東南ロータリークラブ 21

米川	晃 胡	定晃 天野	國幹 要田	昭治
衣笠	准一 河野	宏明 管	富誉樹 森原	弘昌
守下	康弘 大井	克元 大下	達士 品川	晃二
柄	博治 髙西	哲郎 渡邉	直樹 温泉川	梅代
吉田	範子 八木	裕 國司	晃 中畝	將博
尾立	道泰

グループ クラブ名 登録数
7 広島西南ロータリークラブ 70

佐藤	二郎 佐古	雄司 杉川	聡 杉川	加寿子
佐々木	宏 杉本	清英 岩田	智博 曽里	裕
荒木	攻 萬歳	幸治 藤田	進 藤井	良造
深谷	泰之 平原	一彦 林本	正継 平石	雅史	
橋本	幸範 石井	和彦 伊藤	英彦 井上	俊博
稲田	健二 岩田	洋子 梶本	尚揮 枽田	博正
児玉	栄威 河原	英二 栗原	佑哉 影久	知也
熊本	卓司 鍵岡	馨 村尾	博司 宮本	昇
室﨑	雅宣 宮﨑	真 三宅	陽一郎 水谷	耕平
森	豊彦 根石	英行 長野	宏 奥田	實
小川	光博 岡本	俊雄 折本	緑 小野	誠
岡本	倫明 沖井	翔 尾﨑	順也 尾立	静泰
岡田	真規 大山	修司 白築	忠治 先小山	英夫
佐藤	克則 佐々木	信幸 新藤	幸次郎 佐藤	暖以子
田中	茂樹 谷口	公啓 遠崎	秀一 寺本	真司
徳納	武使 田中	朋博 時岡	俊介 上田	直治
漆原	健夫 山本	豊 山下	哲夫 吉田	栄壮
山國	豊 李	志翔

グループ クラブ名 登録数
7 広島西ロータリークラブ 34

浜田	広 原	敬 土井	英幹 藤田	千加子
梶本	政明 小下	学 香川	浩史 北村	和之
川村	聡 垣見	直樹 小宇羅	元俊 松田	健
村上	健一 新本	康弘 西原	英治 中村	光治
大本	和則 小田	清和 大地	洋一朗 諏訪	昭登
諏訪	博子 斉藤	昭一 新原	靖 柴田	脩司
鈴木	義尚 隅田	高士 田島	慎也 上野	彰彦
山縣	浩一	 柳原	邦典 吉井	浩之 長谷川	剛
村重	紀構 川妻	利絵

クラブ別登録状況



56 57

2020-21 
ROTARY INTERNATIONAL District 2710

地区大会テーマ

『不易流行』 〜楽しくなくてはロータリーではない〜

グループ クラブ名 登録数
8 江田島ロータリークラブ 9

桑田	徹也 古澤	彰一 伊藤	富美雄 角	秀司
出木谷	秀雄 堀尾	光政 水口	太郎 向井	登志次
鈴木	雅貴

グループ クラブ名 登録数
8 東広島ロータリークラブ 4

島﨑	晶子 栁河	元木 原田	常晴 早志	光由

グループ クラブ名 登録数
8 東広島21ロータリークラブ 5

奥谷	求 土肥	慎二郎 財満	賢二 織田	真澄
今谷	哲也

グループ クラブ名 登録数
8 呉ロータリークラブ 25

長尾	正嗣 石田	直樹 大之木	精二 岩崎	誠
岩本	貴紀 大之木	小兵衛 谷口	彰啓 長行事	義人
中﨑	誠 西藤	公精 堀口	勝哉 山村	貞夫
奥原	祥司 神垣	和典 日下	美穂 佐々木	英夫
志々田	幸治 寺坂	薫 中河原	圭司 中野	誠吾
福田	多喜二 増岡	真一 松田	修典 明神	博
山本	一洋

グループ クラブ名 登録数
8 呉東ロータリークラブ 21

田中	誠進 中里	嘉孝 南	利次 相川	敏郎
石井	靖彦 神垣	良子 黑田	哲生 桑原	浄昭
小林	通匡 阪井	善和 白鷹	常和 清田	憲一
武安	紘二 土居	由人 徳満	秀規 新田	秀樹
登	道夫 柱野	眞実 平元	陽亮 古川	一夫
柚原	弘明

グループ クラブ名 登録数
8 呉南ロータリークラブ 19

宇都宮	昭憲 平尾	圭司 上藤	淳一 牛窓	正規
大森	栄作 木戸	正博 久間	利彦 小松	繁夫
土岡	正和 中田	勝巳 原	豊 槇田	丈洋
松岡	秀直 真鍋	公昭 三戸	初人 村永	朋
山岡	嗣也 山本	清 和田	功

グループ クラブ名 登録数
8 西条ロータリークラブ 5

島	靖英 平賀	弥泉 新開	洋一 菅生	一郎
三木	乃慈子

グループ クラブ名 登録数
9 広島空港ロータリークラブ 16

伊藤	保 兼田	昌紀 澤井	一徳 河井	一朗
熊谷	祐司 近藤	一也 佐々木	正親 鶴田	幸彦
鶴田	秀樹 楠部	滋 三好	敏之 森﨑	正治
橋濱	智美 堀内	至 小畠	勘次 川本	𠮷 則

グループ クラブ名 登録数
9 因島ロータリークラブ 6

濱本	敏治 木村	修二 幡地	康永 松浦	伸幸
村上	光 田頭	孝通

グループ クラブ名 登録数
9 三原ロータリークラブ 43

保道	茂樹 伊達	正治 赤石	靖久 赤枝	俊郎
赤利	俊彦 出田	啓治 上田	隆治 内海	勝議
越後谷	孝司 大藤	宗平 大名	幸一 大目木	康行
片山	晋一 金光	昇 上田	嘉信 小林	巧治
作田	佳史 武田	啓志 田坂	潤 橘	伸和
龍山	俊暁 伊達	護 田中	綜一 田中	智
塚本	舜亮 中間	隆雄 難波	幸一 西岡	宏
花田	章浩 干鯛	潤 東	佳史 檜山	泰三
平野	昌明 福島	偉人 藤井	啓文 藤原	聖士
宮武	利行 宮本	高行 安原	稔 山田	恒正
吉永	篤 夜船	裕光 渡辺	敏

クラブ別登録状況
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グループ クラブ名 登録数
9 尾道ロータリークラブ 30

西村	洋 佐藤	智幸 吉原	久司 吉原	美和子
山本	修 三谷	秀明 岡本	裕 鍜治川	孝雄
安保	雅文 垣内	康司 高尾	勉 藤本	政昭
中田	卓 山根	近 壇上	貴晴 山脇	良介
中島	秀晴 安本	皇 瀬尾	暁史 岡野	計臣
宮地	宏明 沼田	邦博 福島	光宏 竹田	雄一
黒瀬	真利 小西	隆文 池田	寛 松井	孝光
岩手	弘己 小倉	一洋

グループ クラブ名 登録数
9 尾道東ロータリークラブ 10

杢谷	正樹 住田	妃照香 藤本	英次 川﨑	育造
久山	栄一 松本	栄治 西山	光夫 大原	亮子
田中	康貴 吉原	英介

グループ クラブ名 登録数
9 竹原ロータリークラブ 6

久藤	孝仁 福本	博之 中川	康子 吉本	きよ子
木村	安伸 宮本	和彦

グループ クラブ名 登録数
10 府中ロータリークラブ 14

安原	秀治 殿元	政志 田中	芳昭 日野	元
角	紘一 河村	万紀子 小玉	治喜 児玉	正宏
中居	睦博 清水	一信 平	祐介 田坂	健爾
内田	貴久 藤田	陽子

グループ クラブ名 登録数
10 福山ロータリークラブ 51 

日下	真吾 神原	宏尚 天野	肇 晝田	眞三
晝田	郁江 平地	茂雄 小川	恭史 浅利	和男
赤井	康行 藤木	賞之 藤本	慎介 昼田	哲士
細川	俊介 井上	文之 石井	伸司 石川	晃
石川	紘彦 伊藤	泰昭 唐川	正明 河田	将人
吉川	純弘 木村	雅紹 北村	洋一 亀井	展宏
松本	壮一郎 宮田	明 三浦	正誉 長藤	光成
中島	秀司郎 中島	康雅 西川	祐輔 錦織	隆幸
大村	元宏 斎藤	和好 坂本	哲巳 白濵	尊義
菅田	卓志 関谷	洋 鮫島	寛仁 高田	三郎
竹内	太甫 豊田	滋之 内田	隆之 馬屋原	有治
柳本	和英 八杉	陽一郎 由布	賢司 安武	弘志
喜多村	祐輔 北村	太郎 籔田	健一

グループ クラブ名 登録数
10 福山東ロータリークラブ 23

浜田	一二 小林	孝子 川本	晏聖 岩部	慎也
宇江	邦雄 上本	徳治 浦上	修 卜部	文男
小西	直人 齋藤	泰範 中川	寛之 西谷	栄基
三谷	浩二郎 三谷	道昭 矢吹	泰孝 山口	博史
坂本	誠 中田	朋基 藤井	浩治 小田	芳正
梶田	千史 掛谷	省一郎 土路生	貢二

グループ クラブ名 登録数
10 福山丸之内ロータリークラブ 11

佐藤	邦彦 佐藤	裕紀 本田	祐二 濵田	雅文
藤井	康章 後藤	道幸 猪原	清 大畑	徳晃
笹井	康史 宍戸	宏規 堤	光仁

グループ クラブ名 登録数
10 鞆の浦ロータリークラブ 13

山迫	征治 髙階	百壽 井上	茂樹 内海	克史
衣笠	具視 桒田	正人 坂本	致孝 外野	浩志
津田	悟 縄雅	和典 藤井	昭男 松江	長親
宇田	宏之

クラブ別登録状況
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グループ クラブ名 登録数
10 福山ロータリーEクラブ2710 7

小林	重久 豊田	敦嗣 田中	利通 目崎	章悟
板崎	寛 畠中	和久 藤井	義則

グループ クラブ名 登録数
11 福山赤坂ロータリークラブ 54

原	隆之 平井	啓博 谷口	宏樹 東森	由倫
馬場	正人 武郷	義昭 橋本	慎吾 畑	弓子
池上	創 今川	忠男 石井	宏和 岩永	光司
影浦	宏樹 河村	博文 小林	春道 熊田	祐介
桑田	真由美 松浦	宏次 門田	一治 森原	久美子
麦谷	恒雄 村井	祐介 村上	雄平 中川	達也
中根	基博 野田	和秀 西川	和吉 越智	幸志
岡田	員宗 岡田	祥平 岡田	直也 佐渡	伸基
佐木	学 佐々木	翔陽 眞田	奈津基 佐藤	泰之
瀬川	貴夫 清水	朗弘 下宮	鉄雄 杉元	一昌太
杉原	康生 鈴木	臣也 田中	ひとみ 辰巳	彰英
天満	博之 徳永	雅俊 頓行	一雄 塚本	浩央
梅西	大輔 渡辺	弘子 山本	秀樹 山内	透
吉池	覚 𠮷 元 友浩

グループ クラブ名 登録数
11 福山北ロータリークラブ 21

荒金	弘幸 松葉	和治 藤井	好夫 池田	敏明
大福	浩文 藤井	強 藤尾	育造 松本	章穂
三好	小百合 村上	学 岡崎	和成 奥野	一成
小野	隆平 佐伯 	拓哉 坂田	光徳 佐藤	大三
佐藤	晃一 鈴木	晴美 高倉	範尚 小林	晋
和田	明久

グループ クラブ名 登録数
11 福山南ロータリークラブ 26

松本	猛 寺岡	宏昭 金子	克也 朝日奈	正信
浅利	清 近本	陽一 橋本	賢三 本瓦	誠
今田	光昭 甲斐	尚登 岸本	一彦 北野	純寿
小島	崇 近藤	幸二 松本	知 目崎	長訓
三吉	孝治 森	晃一 仲達	吉晴 下川	哲生
菅本	栄介 多田	暁 田頭	和規 田頭	勉
髙橋	敦 武田	和也

グループ クラブ名 登録数
11 福山西ロータリークラブ 16

佐藤	教夫 瀬尾	義裕 藤井	彰人 古井	正則
平田	恭彬 石岡	紀彦 梶原	啓子 河村	直孝
能登	伸一 岡﨑	隆 笹田	博之 鹿内	要秀
下平	靖孝 塩川	裕樹 竹中	雅彦 内山	春夫

グループ クラブ名 登録数
11 松永ロータリークラブ 14

山本	哲士 小川	一佳 井出	隆之 稲垣	城史
大村	秀樹 岡本	信 沖	裕人 尾崎	正彦
佐藤	文洋 田中	庸雄 福田	敬志 前田	直秀
八木	修造 柳澤	尚志	

グループ クラブ名 登録数
12 吉舎ロータリークラブ 7

田邊	俊 後藤	信之 奥田	伸吾 星田	昌吾
岩崎	光彦 三浦	誠司 宮地	潤

グループ クラブ名 登録数
12 三次ロータリークラブ 10

水本	行亮 中村	伸之 前田	茂 金本	尚也
丸田	洋司 増田	茂典 中川	筆之 小田	大治
佐藤	明寛 田坂	高遠

クラブ別登録状況
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グループ クラブ名 登録数
12 三次中央ロータリークラブ 9

石田	光雄 大井	睦子 中島	諭 安藤	仁
平田	博紀 小根森	直子 中西	佳代子 信国	秀昭	
沈	勝義

グループ クラブ名 登録数
12 庄原ロータリークラブ 7

赤木	忠徳 住田	則雄 竹田	則之 藤本	崇
中間	幸子 神田	和美 舛元	眞人

グループ クラブ名 登録数
12 東城ロータリークラブ 9

名越	圭佑 坂部	由香子 横山	勝 林	嘉啓
佐藤	友則 佐川	精 竹内	光義 後藤	茂行
谷	壮一郎

クラブ別登録状況
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使用会場 アクセスマップ

佐波川

山陽本線

防府東IC防府西IC

54

2

2

防府市役所

防府駅

新橋

防府市
消防本部 コメダ珈琲

防府八王子店

185

54

イオン
防府店

防府市立
松崎小学校
（臨時駐車場）

防府市公会堂

↑至山口

←至宇部 至周南→

山陽自動車道

TSUTAYA
防府店

ルルサス防府

防府市公会堂座席表 会場案内図

■ 防府市公会堂 大ホール
　 10：00 〜 17：15
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2020‐21 年度 防府 RC 地区大会役員・実行委員会名簿 出席証明書

大会役員
ガバナー 脇 正典
地区代表幹事 松原 博幸
地区会計長 中村 明人
地区事務局長 田中 信治
ホストクラブ会長 金田 練二郎

地区大会実行委員会
地区大会実行委員長 神徳 眞也
副委員長 羽嶋 秀一
幹事 橋本 康弘
会計幹事 古閑 謙士
副幹事 伊藤 麻里子
副幹事 上田 清侍
副幹事 梅本 洋平
副幹事 脇 幸典
副幹事 市川 真也
 
総務部会 委員長 加藤 稔
式典部会 委員長 片岡 謙一
懇親会部会 委員長 中谷 泰
広報部会 委員長 中司 達美
会長幹事部会 委員長 久保 浩通
歓迎接遇部会 委員長 入江 弘幸
交通観光部会 委員長 澤田 健規
記念事業部会 委員長 岩城 淳
大会 SAA 廣政 寛　中村 明人

ホストクラブ
防府ロータリークラブ 

コホストクラブ
防府南ロータリークラブ 
防府北ロータリークラブ 

出 席証明書
国際ロータリー第2710地区�2020-21年度�地区大会

5月16日（日）
クラブ名� RC

氏��名�

職業分類�

ここに出席されたことを証明いたします。

2021年5月16日（日）
国際ロータリー第2710地区

地区代表幹事�松原�博幸

キリトリ




