


　10 月 8 日（土）・9 日（日）の両日に亘って開催
された RI 第 2800 地区の地区大会も、RI 会長代理 
足立功一様ご夫妻を初めご来賓そして地区内外の大
勢のロータリアンの皆様のご参加を頂き、無事盛況
裏に終了する事が出来ました。ご参加頂いた全ての
皆様に深く感謝申し上げます。
　RI 会長代理 足立功一様ご夫妻には、釧路より遠
路はるばるお越し頂いた訳でありますが、素晴らし
い RI 会長代理だったと思います。初日の「RI 現況
報告を兼ねたご挨拶」、翌日の「ご講話」「総評」共
に、実に格調高く感動的なお話でありましたし、「歓
迎晩餐会」もお人柄を繁栄した楽しく和やかで盛り
上がった会となりました。エイドをお努め頂きまし
た武田和夫 PG ご夫妻、そして色々とお気遣い頂い
た藤川享胤 PG にも感謝申し上げます。
　「地区指導者育成セミナー」では、石黒慶一 RI
理事エレクトより「ロータリーは今後どのように変
わるのか」というタイトルでお話し頂きましたが、
RI の方向性や今後のリーダーシップと各クラブの
有り方等についての有意義な示唆を頂いたと思いま
す。
　今年は、ロータリー財団創設 100 周年という年で
あり、同時に財団活動の象徴でもあるポリオ撲滅ま
であと一歩と迫っている年でもありますので、それ
を記念し、今大会では例年の記念講演会に代え「ポ
リオ撲滅キャンペーン記念演奏会」を開催致しまし
た。この演奏会は「ロータリーデイ」として広く一
般の方々にも無料で鑑賞頂き、ロータリーの事を
知って頂くと同時に、ポリオ撲滅への募金協力も呼
び掛けようとの主旨でしたが、お蔭様で大勢の一般
の方々にお出で頂きました。パンフレット配布やポ
スター掲示等によりロータリー活動を些かでもご理
解頂けたかと思いますし、募金とエコタワシの販売
も予想以上の金額を集める事が出来ました。早速、

全額をポリオに寄付致しましたが、ご協力頂いた皆
様に感謝申し上げます。コンサートそのものも、ア
メリカ音楽と山形交響楽団の魅力を堪能して頂き、
ロータリアン同士の一体感を強めたいとの想いから
の企画でしたが、会場全体が一体となって盛り上が
り、実現出来たのではないかと思っております。
　又、大勢のロータリアンの皆様に最後まで残って
頂き、大会を盛り上げて頂いた事にも深くお礼申し
上げます。特にコンサートの後の第 3 本会議では、
一般聴衆がお帰りになった後なので、閑散となるの
では？と危惧しておりましたが、全く杞憂に終わり
ました。ご出席ロータリアンの意識の高さを窺わせ
る出来事で、ガバナーとして大変嬉しく思いました
し、「会員懇親の夕べ」も最後まで大勢の皆様にご
参加頂き、最後の「手に手つないで」では広い会場
を一重では回り切れない程でありました。
　地区大会後、足立 RI 会長代理ご夫妻からお手紙
を頂きましたが、「今年度の地区大会は、真摯で気
品ある素晴らしい地区大会でした」とお褒めの言葉
を頂戴しました。それは偏に盛り上げて頂いたご参
加ロータリアンの皆様、そして企画・準備・運営に
奔走してくれた山形 RC の皆さん、そして支えて下
さったコ・ホストクラブの皆さんのお蔭であります。
本当に有難うございました。只々有難く感謝申し上
げます。
　「ロータリーの友情」という言葉を我々はよく耳
にし、口にしますが、私は今改めてその言葉の重み
を実感しております。2016-17 年度 RI 第 2800 地区 
地区大会は、間違いなく「『ロータリーの友情』によっ
て支えられ、作り上げられた地区大会」であったと
思います。有難うございました！！
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「地区大会を終えて、皆さんに感謝！」

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー 長谷川  憲治



　漸く、長谷川ガバナー年度の地区大会を終える事
が出来ました。夫々の立場で真摯に取り組んでいた
だいた数多くのロータリアンの皆様に心より御礼を
申し上げます。様々な失敗や不手際も有った二日間
でしたが、ご参加戴いた皆様方の印象は如何でした
でしょうか。このような場であったからこそ再発見
出来た事、お立場上当然の事なのかもしれませんが、
足立功一 RI 会長代理の高邁なロータリアンシップ
には脱帽でした。時々にいただくご指摘、素早い対
応等々、類い稀な方でした。改めてロータリーとい
うフィールドが「人類に奉仕」と言う大きな役割を
持つものだと実感させられました。
　本年度は、ロータリー財団創立 100 周年の節目の
年、山形交響楽団によるポリオ撲滅キャンペーンと
銘打った「記念演奏会」は、本大会を大いに盛り上
げてくれた企画であったように感じられます。重厚
な交響曲のみならず、ロータリーに因んだ曲目も交
え、聴衆の多くの皆様の胸に感動を呼び起こす事が
出来たのではないでしょうか。ロータリー活動の理

解を得る為のロータリーデーとし、一般の方々も数
多くお集まりいただき、ご一緒出来たのも好評で
あったように思います。合間に「ポリオ撲滅」のこ
れまでの取組を説明した上、ローターアクトや米山
奨学生のメンバーにも協力いただきながらの募金活
動ではロータリアンのみならず多くの皆様方からの
浄財が届けられました。予想を上廻る募金が集まり、
担当のメンバーも大いに感謝をしている処でござい
ます。早速、RI 日本事務局財団室へお送りいたし
ました。
　我山形ロータリークラブ総勢九十余名、久方振り
の地区大会の主管、勢力を挙げて懸命な取組みをい
たしました。老壮・職域・立場を問わず、総力を結
集出来たように思います。次の時代を担うメンバー
面々の発想力・企画力・実行力には頭が下る想いで
一杯であります。共に創り上げて来た努力の積重ね
が結果として表われ、参加して戴いた皆様の胸に焼
き付いていること必定です。
　「会員懇親の夕べ」では数多くのロータリアンよ
りお声掛けをいただきました。皆様一様に「良かっ
たね。楽しかった。」と。クラブを挙げて取組んだ
この地区大会の運営に対するお誉めの言葉として
我々にとって最高のものでした。そして何よりも足
立 RI 会長代理と長谷川ガバナーの溢れんばかりの
笑顔がこの地区大会のすべてを表していると感じら
れました。ロータリーの友情に只々感謝！！

2016-17年度地区大会御礼

　この度は、10 月 24 日の世界ポリオデーに、ポリ
オ撲滅活動を支援するご寄付をお寄せいただき、誠
にありがとうございました。
　下記の通り受領いたしました。
　2016 年 10 月 24 日 2016-17 年度地区大会より
　・ポリオ撲滅活動 洗剤の要らないエコたわし
　　販売売上金　　　　　　　　　　　 ￥215,000
　・ポリオ撲滅活動キャンペーン募金　￥223,453
　皆さまからお寄せいただいたご寄付は、子どもた
ちへのポリオワクチンの接種をはじめポリオ撲滅の
ために役立てられます。ロータリー財団も 100 周年
を迎え、ロータリーが最優先課題としているポリオ

撲滅活動も 30 年の長きにわたります。
　常在国が残り 3 か国と
なった終盤の時期である
からこそ、あと少し手を緩
めずに、撲滅の達成まで推
進する必要があります。
　皆さまの温かいご支援
に感謝申し上げますとと
もに、今後とも末永くロー
タリーをご支援いただけ
ますよう、宜しくお願い申し上げます。

国際ロータリー日本事務局財団室

地区大会実行委員長
伊藤 修二（山形）
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ポリオ寄付の御礼状が届きました

ロータリーの
　　　　　友情に感謝
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　10 月８日（土）、地区大会第一日目の夜、昨年度
に引き続き「よねやまナイト in 山形」を山形市山
形七日町ワシントンホテルにて開催しました。武田
米山 CPG、新関 PG、尤銘煌山形米山学友会会長、
米山奨学生、学友、カウンセラー、委員会メンバー
も参加されました。
　昨年度より地区大会にホームカミング制度を活用
して、米山親善大使をお招きして米山奨学事業に対
するスピーチを頂いています。そして折角の機会
ですので奨学生、学友の皆様方との交流の場とし
て「よねやまナイト in 山形」をスタートしました。
今年度は大分県別府ロータリークラブの世話クラブ
で、米山親善大使に就任されていますスリランカ出
身のスチッタ・グナセカラ様をお招きしました。ス

チッタさんはスリランカで日本語学校を経営され、
多くのスリランカの学生を指導され、主に大分県別
府大学、APU 等の大学への留学を支援されていま
す。奨学生には米山奨学制度でお世話になったカウ
ンセラーへの感謝の気持ちを生涯忘れる事無く感謝
の気持ちを持ち続け、何時かは恩返しをする気持ち
で今後の活躍に期待すると熱く語られました。学友
の皆様方には学友として、多くの奨学生に対するサ
ポート、そして卒業後のコミュニケーションの取り
方、地区外の多くの学友との交流についてサポート
頂きました。今年度より委員会では奨学生が卒業し
山形を離れる場合、就職先の地区学友との懸け橋を
サポートする予定です。少しでも交流の輪を切らさ
ないように進めて行きます。
　昨年に引き続き「よねやまナイト in 山形」を開
催出来て、親善大使をお招きして交流出来た事は、
奨学生、学友の皆様方には大きな力となった事と思
います。来年度は第三回目の「よねやまナイト in
山形」を開催出来ればと考えています。
　準備頂きましたガバナー事務所、地区事務所のス
タッフの皆様方に感謝申し上げます。
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国際ロータリー第2800地区 「よねやまナイトin山形」報告

地区米山奨学委員会委員長
大久保 章宏（山形南）



　この度、2016 年９月 11 日（日）第 2800 地区第
６ブロック IM が南陽市、熊野大社證誠殿において、
南陽市長白岩孝夫様、パストガバナーの皆様方、長
谷川ガバナーをお迎えしてホストクラブ南陽 RC 高
橋会長、菊池実行委員長初め会員皆様方のご尽力に
より盛大に開催されました。
　長谷川ガバナーの開会点鐘に続き、国歌斉唱、ロー
タリーソング「奉仕の理想」と進み、開会の挨拶を
菊池実行委員長より有りました。主催者挨拶とし
て、第６ブロックガバナー補佐今良明が本日の IM
の目的としては、近隣都市クラブの会員の皆様方が
参加して会員相互の親睦を通じて、面識を広め会員
にロータリーの特徴や情報を伝える事によって立派

なロータリアンを養成する事にあります。クラブ会
員全員参加の目的は、会員相互の親睦と知識を広め
る事であって、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為に開催されます。又、会員
相互の親睦を深める事も重要な目的ですから懇親会
も重要だと考えます。本日は第６ブロックロータリ
アンの皆様方には大いに親睦を深めていただきまし
て、今後のロータリー活動に役立てていただきたい
と思います。と挨拶をしました。
　歓迎の言葉を高橋会長より有りまして、長谷川ガ
バナーよりガバナー挨拶をいただきました。続いて、
来賓挨拶を南陽市長白岩孝夫様より頂戴いたしまし
た。来賓並びに役員・参加クラブの紹介が高橋会長
より有りまして、次期開催クラブ発表を長谷川ガバ
ナーが南陽東 RC と発表しまして、次期開催クラブ
会長挨拶として、本田会長より次年度「心より歓迎
いたします」との挨拶が有りました。その後、記念
講演を演題「山形の文学」と題して、直木賞作家で
山形在住の高橋義夫講師様より、主に伊達政宗と最
上義光の戦の歴史を軸として講演が有りました。閉
会の挨拶を近野 IM 副実行委員長が行い、最後に閉
会点鐘を長谷川ガバナーが行いました。その後、懇
親会も賑やかに和気藹々と行われました。
　振り返れば、長谷川ガバナーの目標として掲げて
いる、マンネリ化しない充実した IM 開催だったと
思います。

　去る、９月 14 日、鶴岡市内、鶴岡クラブ、鶴岡
西クラブ、鶴岡東クラブ、鶴岡南クラブ４クラブの
会長、幹事さんと共に長谷川憲治ガバナーが、鶴岡
市役所の榎本政規市長を表敬訪問されました。鶴岡
西クラブの石黒慶一、池田徳博両パストガバナーの
RI 理事ノミニー、RRFC 就任祝賀会、鶴岡西クラ
ブの 50 周年式典等で何度かご一緒されている事と、

市長さんがロータリー鶴岡クラブの会員で、ロータ
リークラブの事を広く理解されてて和やかな内に進
み、市長からは、鶴岡市の紹介、ガバナーからは、
今年度の活動が改めて紹介され、一時間近い時間が
少なく感じられる訪問となりました。
　また庄内町では、８月１日に庄内町役場にて、原
田眞樹町長が公務で日程調整がつかないため、代
わって、奥山賢一副町長に対応していただき、立川
クラブ、余目クラブの会長、幹事さんと共に表敬訪
問をさせてもらいました。奥山副町長もロータリー
クラブの事は広く理解されていて、こちらの方も和
やかな内に終える事ができました。
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各種セミナー・委員会報告

 第６ブロックIM 開催報告

■鶴岡市長、庄内町長へ表敬訪問

第６ブロックガバナー補佐　今　良明（小国）

長谷川ガバナー 表敬訪問のご報告

第２ブロックガバナー補佐　佐々木 源幸（余目）



　米沢中央ロータリークラブ創立 30 周年記念式典
を、９月 25 日グランドホクヨウを会場に開催しま
した。長谷川憲治ガバナーをはじめパストガバナー
10 名、参加クラブ 15 と多くのロータリアンの出席
を頂き 250 名の盛大な式典となりました。姉妹クラ
ブの白河西ロータリークラブ、友好クラブの甲府西
ロータリークラブと越後春日山ロータリークラブか
らも多数出席いただきました。30 周年のテーマは

「ロータリーファミリーの絆を深めよう」です。会
員同士はもちろん家族やロータリークラブの皆様、
姉妹・友好クラブの皆様、ローターアクトの皆様、
地域の皆様、各種事業を通して知り合いになった皆
様、その他大勢の皆様との絆こそが、当クラブが
30 年間続いてきたエネルギーになっていると赤木
照一会長は式辞で述べました。
　安藝栄祥実行委員長から記念事業の発表がありま
した。
　１. 盲目のヴァイオリニスト増田太郎コンサート
　　　を開催すること。
　２. 米沢市に７月オープンした米沢市新文化複合
　　　施設「ナセ BA」に図書購入費 30 万円を寄贈
　　　すること。
　３. 会員と奥様の手造りによるアクリルエコタワ
　　　シを制作し、それを広く多くの皆様に募金活
　　　動を行い、集まった 20 万円をモンゴルの孤児
　　　院への学用品等の支援に使うこと。
　４. 創立 30 周年記念誌を発行すること。

　記念式典の後、「増田太郎コンサート～乾杯～」
が予定の時間より早く始まりました。太郎さんの軽
妙なトークによって会場は一気に明るく華やぎまし
た。前日に知ったばかりの米沢弁「おしょうしな」
をトークの冒頭に持ってくるなど当クラブに配慮し
た構成でした。ヴァイオリンと歌、ピアノと歌、ど
れも心に響く音楽でした。最後の場面では「見上げ
てごらん、夜の星を」とアンコールの「ふるさと」
を会場の皆さん全員で歌っていただきました。この
ようにして皆さんの合唱によって 30 周年を祝って
いただき、会員一同感無量でした。コンサート後は、
増田太郎さんと写真を撮ったり握手したりと交流の
場も設けました。太郎さんから「こんな時代だけど、
こんな時代だからこそ、希望を高らかに奏でていき
たい。みなさまとともに、心をこめて 30 周年をお
祝いします」というメッセージを頂きました。好評
のうちにコンサートは終了しました。
　祝賀会に移り、山形愛の武将隊のオープニングで
始まりました。米沢上杉ロータリークラブの太田政
往会長の乾杯で祝宴がはじまり 240 名の皆様にいも
煮鍋など米沢の味覚を楽しんでいただきました。終
盤には山形大学花笠サークル「四面楚歌」が元気よ
く踊って多くのロータリアンも加わり会場いっぱい
に花笠音頭の輪を作り大変盛り上がりました。
　大学生も参加して「手に手つないで」をみんなで
歌い、米沢中央ロータリークラブ 30 周年記念祝賀
会は無事終了しました。
　私たちは、30 周年を未来に向けて会員同士が更
なる飛躍を誓い合う節目の年にしたいと思っており
ます。絆を深めてお互いにロータリアンであること
の喜びを分かち合える仲間を増やしてまいりたいと
存じます。
　ご出席賜りました皆様に心より御礼を申し上げま
す。ありがとうございました。
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米沢中央ロータリークラブ創立30周年記念式典 開催報告
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ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問



2016年11月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 3 RPIC 
 

2016
発行：Zones 1
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当

2016
発行：
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当

■   クラブ数     会員数 

Zone 1  830    28,648 
Zone 2  651    28,100 
Zone 3  793    32,856 

合計   2,274       89,604 

（2016年10月6日現在 のClub Central 

のデーターです）  

               

■ BOX登録件数 

Zone 1          53 件           
Zone 2           27 件            
Zone 3           79 件 

8月19日現在  合計 159 件 

 

表面：汎用パターン 

■  ロ－タリ－の公共イメ－ジ向上活動と実践方法 

 コ－ディネ－タ－NEWS１０月号で第一ゾ－ンRPIC渡辺敏彦様が各
地区ガバナ－や地区とクラブの担当委員長が公共イメ－ジ向上活動
に取組むべき方針とその活動分野について詳しく述べられました。各
クラブや地区が取組んでいる各分野の意義あるロータリ－活動を対外
的に適切に広報し、ロータリーのブランド価値を高めて行くことが現代
社会では求められております。しかしながら陰徳を尊ぶ日本ロ－タリア
ンの公共イメ－ジ向上への積極的な意識と対応はまだ低いと言わざ
るを得ません。ロ－タリ－のブランド価値を各クラブや地区が高める努
力を続けることによって、最終的には各クラブの会員基盤の強化と
ロータリ－の発展に繋がることを理解しましょう。  

■  今月号ではTRF１００周年記念プロジェクトの一環として
実施された２件の写真をご紹介致します。 

 その１件は広島東RCが実施されました広島市内の路面電車に搭載
されました「END POLIO NOW」の動く広告です。本プロジェクトは広
島市民はもとより、国内や海外各国から広島を訪れている観光客が大
幅に増えている中でロ－タリ－のイメ－ジ向上に大きな力になりました。
広告電車運航開始日の模様が中国地方の有力紙である中国新聞に
写真入りで紹介されました。 

 もう１件の写真は大阪中之島RCがベトナムのダナンの市民病院へ
派遣しているVTT医療チ－ム派遣プロジェクトです。本件は友１０月
号でも紹介されましたが、日本の最先端のハイテク医療技術がベトナ
ムのダナン病院へ伝授されることになり、現地の医療関係者や受益者
から高く評価されております。ベトナムにはロ－タリ－クラブがまだ存
在しておりませんが、この様なロ－タリ－の意義あるプロジェクトが地
元で広く報道されておりますので近い将来ロータリ－クラブの誕生に
繋がることが期待されております。 

 

 

 

ZonesÊ1Ê&Ê2Ê&Ê3Ê

ベトナムのダナンの市民病院へ派遣している
VTT医療チ－ム派遣プロジェクトです。 

■  各クラブや地区では国内
や海外に於いて数多くの素晴
らしい奉仕活動を展開頂いて
おりますが、そのことを広く一
般社会へお伝えする努力がな
かなか伴っていないことが、日
本のロ－タリ－の課題の一つ
です。ロータリ－について最も
よく知り、私達の活動を最もよく
伝えることが出来るのはロータ
リアン一人一人です。皆様の
ご理解ご尽力を宜しくお願い
申し上げます。 

（Zone 3 RPIC 横山守雄） 

 

このイラストは広島市内の路面電車に搭載さ
れた「END POLIO NOW」の動く広告です。 
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2016-2017　クラブ会員数／出席率

出席率

1 酒田 29 (3) 29 (3) 83.04 0 (0) 0 (0) 86.90

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 82.20 1 (0) 0 (0) 85.17

3 酒田中央 35 (0) 34 (0) 85.29 0 (0) 1 (0) 88.19

4 酒田スワン 16 (5) 16 (6) 81.25 1 (1) 1 (0) 86.21

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 95.31 0 (0) 0 (0) 95.62

6 鶴岡 33 (4) 33 (4) 86.90 0 (0) 0 (0) 86.81

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 78.79 0 (0) 0 (0) 81.97

8 余目 27 (0) 29 (1) 87.50 2 (1) 0 (0) 82.08

9 立川 14 (0) 14 (0) 90.45 0 (0) 0 (0) 86.44

10 鶴岡東 29 (1) 28 (1) 88.00 0 (0) 1 (0) 81.44

11 鶴岡南 20 (4) 20 (4) 80.56 0 (0) 0 (0) 82.10

12 天童 43 (3) 43 (3) 96.81 0 (0) 0 (0) 98.25

13 東根 33 (0) 34 (1) 71.32 1 (1) 0 (0) 75.00

14 天童東 51 (0) 54 (0) 74.53 3 (0) 0 (0) 75.64

15 天童西 19 (2) 18 (2) 89.47 0 (0) 1 (0) 89.62

16 東根中央 49 (3) 47 (3) 82.27 0 (0) 2 (0) 78.81

17 村山 10 (0) 10 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 70.00

18 新庄 17 (2) 17 (2) 86.76 0 (0) 0 (0) 86.27

19 尾花沢 20 (0) 20 (0) 85.00 0 (0) 0 (0) 81.11

20 最上 23 (1) 23 (1) 48.41 0 (0) 0 (0) 49.09

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 90.63 1 (0) 1 (0) 93.09

22 村山ローズ 18 (5) 19 (5) 68.42 1 (0) 0 (0) 66.52

23 新庄あじさい 16 (0) 15 (0) 89.31 0 (0) 1 (0) 89.15

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 84.10 1 (0) 1 (0) 86.65

25 大江 18 (2) 18 (2) 85.08 0 (0) 0 (0) 93.02

26 河北 29 (0) 31 (0) 84.43 2 (0) 0 (0) 81.97

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 87.50 0 (0) 0 (0) 93.05

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 80.77 0 (0) 0 (0) 80.39
29 山形 91 (2) 94 (2) 100.00 3 (0) 0 (0) 99.33

30 山形北 60 (0) 63 (0) 90.67 3 (0) 0 (0) 94.49

31 山辺 26 (0) 26 (0) 96.00 0 (0) 0 (0) 95.67

32 山形南 50 (2) 52 (2) 100.00 2 (0) 0 (0) 99.51

33 中山 12 (0) 12 (0) 69.45 0 (0) 0 (0) 81.72

34 山形西 99 (0) 103 (0) 93.66 4 (0) 0 (0) 95.97

35 上山 15 (2) 16 (2) 75.00 1 (0) 0 (0) 79.17

36 山形東 35 (1) 35 (1) 78.41 0 (0) 0 (0) 80.82

37 山形中央 41 (3) 41 (3) 92.54 0 (0) 0 (0) 92.47

38 山形イブニング 31 (2) 32 (2) 76.34 2 (0) 1 (0) 72.79

39 米沢 58 (6) 60 (7) 70.42 2 (1) 0 (0) 83.28

40 米沢上杉 64 (3) 65 (3) 96.15 1 (0) 0 (0) 97.18

41 高畠 52 (3) 52 (3) 75.96 0 (0) 0 (0) 73.71

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 98.81 1 (0) 0 (0) 98.41

43 米沢おしょうしな 28 (2) 28 (2) 71.43 0 (0) 0 (0) 76.59

44 長井 30 (1) 30 (1) 68.52 0 (0) 0 (0) 78.09

45 南陽 13 (1) 13 (1) 96.96 0 (0) 0 (0) 88.97

46 白鷹 19 (0) 19 (0) 91.17 0 (0) 0 (0) 94.44

47 小国 18 (0) 18 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 91.38

48 南陽東 35 (2) 35 (2) 76.43 1 (0) 1 (0) 69.76

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 82.50 0 (0) 0 (0) 86.68

50 南陽臨雲 28 (1) 28 (1) 75.86 0 (0) 0 (0) 75.38

1618 (89) 1640 (93) 84.41 33 (4) 11 (0) 84.73合　計

　2016.9.30

第
�
ブ
ロ
�
ク

会員数
（女性会員数）

会員数
（女性会員数）

年初からの増減数
増

（女性会員数）
減

（女性会員数）

累計出席率

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

ブロック No クラブ名
2016.7.1
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