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下関東ロータリークラブ 創立50周年記念事業下関東ロータリークラブ 創立50周年記念事業

開催日：2015年 6月1日 （月）
場 所：引接寺
備 考：寄贈式後、李鴻章道の歩き初めを行った。

開催日：2015年 6月16日 （火）
場 所：下関市立文関小学校

赤間神宮から引接寺を結ぶ観光散策路“李鴻章道”の整備に伴い、
日本語、英語、韓国語、中国語で表示されたステンレス製の観光案
内板を13カ所設置した。

下関市の歴史・文化を子供たちにより深く学んでもらうため、関門海
峡歴史文化検定実行委員会の編集のもと「しものせき観光ガイド
ブック（キッズ検定集）」を制作・発行。下関市内の小学6年生2,200
名に配布した。

李鴻章道の案内看板寄贈 しものせき観光ガイドブック（キッズ検定）制作・寄贈

贈呈式

除幕式 整備された李鴻章道

その他の記念事業
2015 4/5　維新・海峡ウォークに

下関市立大学の留学生と参加
2014 10/8　下関市こども発達センターへ

折りたたみ式介護ベッドの寄贈
2014 7/29　社会福祉法人「じねんじょ」へ

吸引器の寄贈
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クラブ概況と2005〜2015年の活動概要クラブ概況と2005〜2015年の活動概要

クラブ概況と2005〜2015年の活動概要
クラブ創立

設立クラブ

現在の主なクラブ行事

姉妹クラブ

事務局

例会

会員状況（2015年7月1日現在）

区域限界及び区域内人口

創 立：1965（昭和40）年 6月28日
RI 加 盟 承 認：1965（昭和40）年 11月22日
認 証 状 伝 達 式：1966（昭和41）年 5月15日

於：（株）神戸製鋼所体育館
創 立 会 員：25名
創 立 時 ガ バ ナ ー：正岡 旭
ス ポン サ ークラブ：下関ロータリークラブ
特 別 代 表：冨成 正一
創 立 記 念 事 業：下関市に火の山公園の照明灯を寄贈

・下関ローターアクトクラブ設立（1970年 10月19日 結成）
・下関北ロータリークラブ設立 （1973年 2月25日 設立）
・下関東ローターアクトクラブ設立

（1990年 4月5日 結成／2003年 6月30日 解散）
・下関中央ロータリークラブ設立（1996年 12月20日 設立）

・定例理事会（毎月第4木曜日） ・クラブ協議会 ・クラブフォーラム
・RC会長旗争奪杯下関市中学校野球大会 ・観月会 ・中釜山RC 歓迎・訪問例会
・下関市中学生「私の意見発表会」 ・下関市高校生性教育講座
・年次総会（次年度理事・役員選出の為、毎年12月31日迄に開催）
・新年祈願例会 ・新春家族例会 ・ふく例会
・市内5RC 合同例会 ・下関中央・東RC 合同例会 ・職場例会
・春季家族例会 ・年度末家族例会

・RI 第3660地区  韓国  中釜山ロータリークラブ
※2RC 間で隔年毎に公式訪問

名 称：下関東ロータリークラブ事務局
住 所：〒750-0016

下関市細江町2丁目8番18号 青木ビル
T E L ・ F A X：083-231-2334／083-231-4462
E - m a i l：shimo-east@eagle.ocn.ne.jp

時 間：毎週木曜日 12時30分～13時30分
場 所：1965.7～1966.6　春帆楼

1966.7～1970.6　山陽ホテル
1970.7～ 現在　　下関グランドホテル

会 員 数：59名（正会員名）
在籍チャーターメンバー：林 孝介（1名）
会 員 年 齢：最高齢88歳、最年少37歳、平均年齢61歳

80歳代（6名）、70歳代（7名）、60歳代（15名）
50歳代（23名）、40歳代（6名）、30歳代（2名）

会 員 在 籍 年 数：平均9年
設立後現在迄の入会会員：349名
設立後現在迄の退会会員：290名（死亡21名、転勤128名、その他141名）

区 域 限 界：1984～1985年以降 下関市内一円
区 域 内 人 口：約28万人

クラブバナー

下関東RC事務局員　牧 美智子

下関中央RC 創立10周年記念式典

下関市中学校野球大会（2013年） 新春祈願例会（2013年） 市内5RC 合同例会（2015年）

下関東RC事務局　青木ビル

例会場　下関グランドホテル 3階 望潮の間

・米山奨学生受入
・2005-2007年度 許

コ ウ

敏
ミ ン

麗
リ

（マレーシア・東亜大学） カウンセラー：吉利　用和
・2007-2008年度 エンセンカイ （中国・梅光学院大学） カウンセラー：木下　　稔
・2009-2010年度 杜

ト

雅
ガ

卓
タ ク

（中国・下関市立大学） カウンセラー：中村　髙志
・2009-2010年度 リ チ ャ ン （中国・梅光学院大学） カウンセラー：上野　宗則
・2011-2012年度 李

リ

柯
カ

瑾
キ ン

（中国・梅光学院大学） カウンセラー：木下　　稔

留学生の受け入れ（2005年〜2015年）

許敏麗さん 杜雅卓さん 李柯瑾さんエンセンカイさん リチャンさん
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周年事業

・創立5周年記念事業
韓国の肢体不自由児施設「明暉園」建設資金援助

・創立10周年記念事業
（1）米山奨学会へ特別寄付20万円寄贈
（2）下関市へ公園緑化植樹苗木代として 100万円寄贈
（3）創立10周年記念誌発行

・中釜山・下関東RC 姉妹結縁10周年記念事業
（1）両国語による記念誌発行
（2）日韓両国花木の記念植樹に際し、下関市へ釜山市花木「椿」苗木10本寄贈
（3）下関・釜山両市児童画の交換展示

・創立15周年記念、ロータリー創立75周年記念事業
（1）下関市中学生弁論大会基金として 100万円積立
（2）第1回「中学生私の意見発表会」を開催
（3）会報No.29記念特別号発行
（4）記念卓話実施

・創立20周年記念事業
（1）米山奨学会へ 80万円特別寄付金寄贈
（2）下関市へ天保製長州砲複製品を寄贈　※現在御裳川公園に展示

・創立25周年記念事業
（1）韓国留学生金貞淑さんへ奨学金として 180万円寄贈
（2）下関東ローターアクトクラブへ創立事業費50万円を寄贈

・創立30周年記念事業
下関市を通じ阪神大震災義援金300万円寄贈

・創立35周年記念事業
下関市へ幡生近隣公園の時計塔と東行庵へベンチ 5基を寄贈

・創立40周年記念事業
200万円を新潟県中越地震被災者へ寄贈

・創立45周年記念、中釜山・下関東RC 姉妹結縁40周年記念事業
下関市生涯学習プラザへ升本猛氏の絵画寄贈

・ロータリー 100周年記念事業
霊鷹山クリーンハイク

・創立50周年記念事業
（1）海響館イルミネーション寄贈
（2）下関市中学生「私の意見発表会」とロータリーデー特別講演
　　「ビミョーな未来をどう生きるか」 藤原和博先生

（3）李鴻章道案内看板（全１３基）寄贈
（4）関門海峡歴史文化検定（キッズ検定）制作、寄贈
（5）ミャンマー学校建設資金援助
（6）下関海峡ウォークへ留学生と参加

創立5周年記念事業
「明暉園」建設の資金援助

創立20周年記念事業
天保製長州砲複製品の寄贈

創立35周年記念事業
幡生近隣公園へ時計塔の寄贈

創立45周年記念事業
升本猛氏の絵画を寄贈

姉妹結縁10周年記念事業
日韓両国花木の記念植樹での鍬入れ

ロータリー財団寄付状況（2015年6月30日現在）

米山記念奨学会寄付状況（2015年6月30日現在）

累計総額：＄325,161.24
・大口寄付 永冨　　稔
・ベネファクター

林　　孝介、 永冨　　稔、 中山　　昭、 吉利　用和、 倉田　修三 中村　髙志
・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

林　　孝介、 永冨　　稔、 中山　　昭、 中村　高志、 立石　　勝、 水野　直房、 倉田　修三
山口　拓志、 吉利　用和、 内野　芳郎、 活田　敬三、 河崎　嘉毅、 石光　孝英、 井上　隆雄
田上　　肇、 小松靖之介、 蜷川　　徹、 津秦　和宏

・ポール・ハリス・フェロー
中谷　正行、 上野　宗則、 松村　一稔、 木下　　稔、 佐藤　　武、 中嶋　　伸、 中村　英夫
山本　一清、 金井　和義

・財団準フェロー
吉田　　悟、 安田　昌壮、 岡田　正行、 岡田　　健、 田中　　修、 小島　　顯、 森脇伸一郎
古川　雅博、 赤江　哲也、 三好　政行、 荻野　喜弘、 清水　哲生、 中俣　秀樹、 長船　友紀
田尾　　斉、 栄田　昭徳、 宮原　恒人、 石田　義昭、 下本　一公、 上利三千雄、 角田　　茂

・メモリアル・コントリビューター
田代　宗潤、 篠原　一弌、 中尾　　勇、 守田　　稔、 石井　　杲、 井上　国久、 浦部　宗春
桃崎　正香、 津秦　宏次、 小野　イシ、 小野　英雄、 蜷川　良雄、 徳永　武夫、 伊藤　智夫
福田　　伝、 財満　詔次、 活田　昌宏、 中村　省三、 山口　常男

累計総額：普通寄付 7,208,550円、特別寄付 20,340,900円、計 27,549,450円
・米山特別功労法人 林　　孝介
・第11回米山功労者 吉利　用和
・第4回米山功労者 永冨　　稔、 立石　　勝
・第3回米山功労者 林　　孝介、 中山　　昭、 倉田　修三
・第2回米山功労者

内野　芳郎、 津秦　和宏、 石光　孝英、 中村　髙志、 山口　拓志、 井上　隆雄
・第1回米山功労者

木下　　稔、 中谷　正行、 活田　敬三、 小松靖之介、 河崎　嘉毅、 上野　宗則、 田上　　肇
蜷川　　徹、 佐藤　　武、 中嶋　　伸、 山本　一清、 水野　直房

・準米山功労者
松村　一稔、 吉田　　悟、 安田　昌壮、 橋本　嘉郎、 岡田　　健、 岡田　正行、 上領　頼啓
田中　　修、 小島　　顯、 古川　雅博、 森脇伸一郎、 赤江　哲也、 三好　政行、 金井　和義
清水　哲生、 中俣　秀樹、 長船　友紀、 中村　英夫、 荻野　喜弘、 田尾　　斉、 荻野　喜弘
田尾　　斉、 鹿島　康夫、 宮原　恒人、 石田　義昭、 栄田　昭徳、 上利三千雄、 下本　一公
角田　　茂

・2005年 3月19日 会長エレクト研修セミナー（PETS）　於：下関グランドホテル
・2005年 5月21日 地区協議会　於：海峡メッセ下関
・2005年 8月27日 ロータリー財団セミナー　於：シーモールパレス
・2005年 10月14日～16日 地区大会　於：海峡メッセ下関
・2010年 2月21日 グループ１インターシティミーティング　於：シーモールパレス
・2013年 11月23日～24日 ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）　於：赤間神宮・海峡ビュー下関

引受地区行事（2005年〜2015年）


