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【疾病予防と治療】月間
今月は地域社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝播
を食い止め、合併症を減らすための予防プログラムや医
療インフラの改善を行うことが期待されています。ま
た、その疾病に対する地域住民への教育と医療専門職業
人に対する奨学金支援を強調する月間です。交通機関の
発達により物や人の往来が活発になった現代社会にお
いて、遠くアフリカで発生した風土病である “エボラ出
血熱” も対岸の火事ではありません。また明治時代から
昭和の初期まで、不治の病であり、戦後、激減した”結核”
も特定の地域では流行の兆しが見えています。【疾病予
防と治療】はロータリーの重点分野のひとつでもありま
す。現在留学中のグローバル補助金奨学生 3名は、【疾病
予防と治療】に関するコースをジョンズホプキンス大学
やロンドン大学の大学院で履修しています。

【「研修と活性化」の重要性】
12 月は会員皆さまにとって、公私ともに何かとお忙し
いことと存じます。ロータリークラブにとっても一番重
要な年に 1回のクラブ総会の時期になります。基本的な
クラブの運営や決定事項に関しては、理事会で承認され
ますが、会長ノミニーは総会で正式に選出され、クラブ
全体で承認されます。つまり、この時期から 6月末まで、
会長、会長エレクト、会長ノミニーと３年間のクラブ運
営管理責任者が揃うことになります。この機会に３人が
集まり議論をすることによって、中期にわたるクラブ運
営や奉仕活動計画の見直しを行い、新たなる試みを検討
するいい時期だと思います。とくに会長エレクトは前例
をただ踏襲することなく、自クラブの『短所や長所』を見
極め、より会員相互理解を深められ、質の高い例会運営
を考える機会としていただければ幸いです。本年度の地
区ターゲット『研修と活性化』も残り半年となりました。
来年は改元の年であります。新たな気持ちで活気ある
ロータリー活動を目指しましょう。みなさん、良い年を
お迎えください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
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11月8日  米山三者懇談会でガバナーと一緒に♡

松坂  順一

RI会長テーマ
「Be The Inspiration ＝インスピレーションになろう」
を考える

国際ロータリー第2580地区
2018-19年度ガバナー

地区ターゲット  「研修と活性化」《その6》
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『次年度に向けて』

国際ロータリー第2580地区
ガバナーエレクト
　新本  博司
（那覇RC）　

奉仕の実践計画の策定を
はじめましょう。

RID2580

松坂順一ガバナーは地区ターゲット「研修と活性化」
を掲げガバナー補佐を一挙 13 名に増員し個性あふ
れる強力な陣容で早半年、研修充実こそ「活性化」と
の信念で、順調な滑り出しを見せております。
「奉仕活動を効果的に実践するためにはロータリー
をよく理解することです」との方針の下、きめ細かい
研修を重ね、時代に沿った柔軟性のある組織運営を
目指し、クラブ公式訪問も順調に進み佳境に入った
感さえいたします。折り返し点に向い、いよいよ親睦
の輪が拡がり、活動成果に結びつくよう期待いたし
ます。
さて、松坂年度が残り半年と言うことは新本年度の
始まりが間近になってきたことを痛感いたしていま
す。迫りくる緊張感と焦りが入り混じるこの頃の心
境の中で事業計画や公式訪問の日程調整など準備に
余念がありません。
幸い支えていただくガバナー補佐、分区幹事、5大奉
仕委員長も内定し、クラブを代表する会長、幹事もほ
ぼ出揃い、助走の段階に差し掛かっております。
多様化する社会にロータリーはどう向き合うか、魅
力的で活気あふれるロータリーライフをどう築いて

いくか、日本のロータリー百周年を共に祝い、新た
なスタートにどのような夢を描くか、問題解決は決
して容易ではありません。しかし 100 年余りも続い
ているロータリーの魅力を感じ、今こそ奉仕の理想
を世界中のロータリアンが手を結び実践することこ
そが肝要でしょう。
会員数の減少は我々にとって深刻な問題です。 今
一度基本に立ち返って魅力あるロータリーを目指す
以外ないでしょう。同時に若い人の考え方をどの様
に取り入れ次世代につないでいくか真剣に取り組ん
でいきたいと思います。そうすれば自分自身はもと
より社会がその良さを認知し、ロータリーの公共イ
メージが向上することになるでしょう。
次年度の役員の皆さんが研修で学んだことを、地区
及びクラブで、奉仕実践計画の策定をお願いいたし
ます。
『実践のない奉仕は存在を問われます。』
一人一人の貴重なご意見をお寄せいただければ幸い
です。ロータリーに入って本当によかったと思える
ような感動を共有したいと思います。精一杯頑張り
ますのでご支援よろしくお願いいたします。
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From Assistant Governors

1979年 9月 29日　ロータリアンとフィリピン政府
関係者が見守る中、マニラ市において、生後3ヶ月か
ら 36ヶ月の子ども達約 600 万人に対して 5 年計画
で接種・投与活動が始まりました。フィリピンを訪
問した国際ロータリーのジェームス L. ボーマー ,Jr.
会長（米国・シェルビービルRC、1979－80年度）も
予防接種活動に加わり、子ども達に経口ポリオワク
チンを投与しました。760,000 米ドルをかけて予防
接種を行うというロータリーとフィリピン政府との
合意書に署名「3－H」補助金プロジェクトの第1号
となりました。1993 年のインタビューで、ボーマー
会長は、自分が予防接種を行った子どもの兄が足元
に寄って来てズボンをつかみ「ありがとう　ロータ
リー」と言って来たそうです。このプロジェクトの成
功がきっかけとなってポリオのない世界を創ること
がロータリーの最優先事項となりました。
RI の本格的取り組みに先駆けた日本のロータリーの
活動を忘れてはなりません。1982－83 年度 東京麹
町RC創立15周年記念事業として山田ツネさん、峰
英二さんが中心になり、南インドにポリオワクチン
を送り子供達をポリオから救う計画を立て、第 258
地区と第275地区の賛同を得て2つの地区の世界社
会奉仕（WCS）プロジェクトに発展しました。
12月の “疾病予防と治療月間” について考えていた
だければ幸いです。

数年前から RI の月間テーマも大きく変わってきま
した。以前の12月は“家族月間”でしたが、現在、12
月は“疾病予防と治療月間”、2月は“平和と紛争予防
/紛争解決月間”、そして3月は“水と衛生月間”、4月
は“母子の健康月間”と、RIは人道的世界社会奉仕活
動に益々向かっているような気がします。
ロータリーのポリオ撲滅活動の始まりは、ロータ
リー創立75周年を祝って「3－Hプログラム」、詳し
くは保健・飢餓追放及び人間尊重補助金― Health 
Hunger and Humanity Program を 1978 年 5 月東
京国際大会で発表しました。「3－Hプログラム」は、
1978－79年度にRIでスタートし、1982－83年度
にロータリー財団に引き継がれています。
このプログラムの目的は、国際間の理解、親善及び平
和を推進するための方法として、人々の健康状態を
改善し飢餓を救済し人間的社会的向上発展を図るこ
とにあります。1984 年フィリピンの保健統計によ
ると、西太平洋地域所在の 32ヶ国の中でフィリピ
ンはポリオの発生率の45％、同病気による死亡率の
75％を占めていました。
1979 年の初め、フィリピンのザビノ・サントス・
パストガバナー（1970－71年度）がRIに「ポリオ免
疫接種事業」についての支援要請をしたところ「3－
Hプログラム」による最初の大規模免疫接種活動を
するのに適切であることが認められました。

“疾病予防と治療月間について” 斉藤  実
東分区ガバナー補佐　

（東京臨海RC）　

井上 貴夫 鈴木 隆雄

江川 勝

藤掛 靖元大野 利美知 小川 光生 稲川  一

斉藤 実 藤野 豊八木 敏廣 芝田 祐蔵 仲田 憲仁中村 伸治
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地区行事予定表12月分 (2018/11/22現在 )

＊日程は毎週更新されています。詳細は地区のウェブサイトでご確認ください。
＊地区の行事は「事前登録制」です。事前登録をなさらないで、参加される場合は、必ず当該行事の担当者にご連絡の上ご参加ください。

  1 土 18:30-20:30 全国青少年交換委員長会議プレコンベンション（懇親会） ◉響 品川店
  2 日 10:00-17:00 全国青少年交換委員長会議 ◉TKP品川港南口会議室ホール4A
  3 月 17:00-20:30 （在京）地区拡大増強セミナー ◉京王プラザホテル4F錦・扇
  4 火 10:10-13:10 宮古島RCガバナー公式訪問 ◉ホテルニュー丸勝
 15:00-16:45 地区立法案検討委員会／18:00-20:00 懇親会 ◉ガバナー事務所B1F／向島料亭「千代田」
  5 水 10:30-13:30 那覇西RCガバナー公式訪問 ◉ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
 15:00-17:00 地区ロータリー財団委員会／会議終了後 懇親会 ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／懇親会場未定
 15:00-17:00 地区青少年交換委員会 ◉学士会館303号室
 17:00-19:00 青少年交換派遣予定学生オリエンテーション ◉学士会館302号室
  6 木 10:30-13:30 コザ RCガバナー公式訪問 ◉ホテルニューセンチュリー
 12:00-16:00 （沖縄）米山奨学生選考試験 ◉ホテルロイヤルオリオン旺A
 17:00-18:30 地区 RYLA委員会／ 19:00- 懇親会 ◉ルノアール四谷店3FA／レストランRYLA
  7 金  
  8 土  　
  9 日    
10 月 09:20-17:30 第 4回 RLI ファシリテーター養成講座 ◉ホテルグランドパレス
11火 10:30-18:10 2019-20 地区米山奨学委員長セミナー ◉メルパルク東京5F瑞雲
12水 08:30-18:30 （在京）米山奨学生選考試験 ◉ホテルニューオータニ16Fステラ
 10:30-13:30 宜野湾RCガバナー公式訪問 ◉ラグナガーデンホテル
 17:00-20:00 名護 RCガバナー公式訪問 ◉ホテルゆがふいんおきなわ
 16:00-19:30 多摩分区連絡会 ◉石川酒造㈱
13木 10:30-13:30 那覇東RCガバナー公式訪問 ◉ホテルロイヤルオリオン
 14:30-17:30 第 4回ガバナー補佐エレクト研修 ◉ホテルグランドパレス
 13:00-15:30 地区米山奨学委員会 新旧合同正副委員長会議 ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局
 15:30-17:00 地区米山奨学委員会／17:00 懇親会 ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／かなえ京橋店
14金    
15 土 13:30-14:00 地区ローターアクト委員会 ◉関東第一高等学校5F 2年11組（または12組）教室 
 14:00-17:00 （在京）インターアクト・ローターアクト合同会長・幹事会 ◉関東第一高等学校 
 15:00-              青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
 19:00-21:00 ロータアクトPiece Party ◉Restaurant Alice 東京日本橋店
16日    
17 月 12:00-15:00 一般社団法人Rの友事務所 理事会・常任委員会 
 14:30- 　　　　 地区会計処理 ◉ガバナー事務所1F
 18:00-20:30 地区諮問委員会（新本GE国際協議会歓送会） ◉京王プラザホテル42F武蔵
18火 10:15-              次年度地区研修委員会打合せ ◉ガバナー事務所B1F
19水    
20 木    
21 金    
22 土 15:00-              青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
23日 14:00-16:00 青少年交換来日学生カウンセラー・ホストファミリー会議 ◉学士会館202号室
 16:30-17:30 青少年交換第 55期派遣予定学生オリエンテーション ◉学士会館203号室
 17:30-20:00 地区青少年交換委員会主催「懇親会」 ◉学士会館210号室
24月    
25 火    
26 水 14:30-16:30 地区立法案検討委員会 ◉ホテルグランドパレス
27木    
28 金    
29 土    
30 日    
31 月     
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地区委員会行事案内

今年度の地区大会は
2019年2月20日・21日に
ホテルニューオータニで開催します。
みなさま登録はお済ですか？
登録締め切りは12月14日（金）です。

地区大会実行委員会
実行委員長

小原  武夫
（東京練馬西RC）　

パートナーズプログラムでは美容家・佐伯チズ氏に
「生き方指南、美肌指南」のご講演をいただきます。懇
親会では、花岡詠二スイング・オールスターズの演
奏をお聴きいただき、交流と親睦を深めていただき
ましょう。　
クラブ創立以来、34年目で迎えた地区大会ホストの
お役目、このような機会は、またとないチャンスと、
クラブ会員一丸となって準備を進めております。
2019 年 2 月 20 日・21 日ホテルニューオータニで
皆様のご来会をお待ちしております。

新しい方々との出会い、友人との再会、親睦を深め、旧
交を温め、楽しく、有意義な交流の場が地区大会です。

1日目（20日）：会長、幹事会では指導者育成セミ
ナーを行い、RLI 日本支部ファシリテーター委員長
中村靖治氏にご講演を頂きます。
夕刻からのＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会では、ウ
クライナ出身のナターシャ・グジーさんの透明で美
しい水晶の歌声をお楽しみいただきます。
2日目（21日）：入会3年余りの方々に昼食をとりな
がら懇談と交流の一時を新会員交流会で行います。
本会議での記念講演を 2004 年自衛隊イラク派遣で
第一次復興支援群長、2011年東日本大震災に於いて
危機対応チームリーダー、現在国家安全保障局顧問
をされる番匠幸一郎氏にご講演をいただきます。ま
さに今、私達が考えなければならない示唆に富んだ
お話が伺えることと思います。

お申し込みは
地区ウェブサイト
「地区大会」の
サイドメニューから
お願いします。

※リーフレットの本誌は、資料編の7～8Pにあります。
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職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされておりま
す。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この基
本は国際的に変化しても変わることなく親睦とともに
追及するに値する委員会だと信じております。大牟田委
員長を先頭に素晴らしい委員会として会員の皆さんに
素敵な情報を提供できると思います。いることを何度も
目の前に出来て大変感激しております。
職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされておりま
す。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この基
本は国際的に変化しても変わることなく親睦とともに
追及するに値する委員会だと信じております。大牟田委
員長を先頭に素晴らしい委員会として会員の皆さんに
素敵な情報を提供できると思います。

　　　　　　　　　　地区幹事　今井　忠 （東京臨界RC）

地区委員会行事案内

地区幹事だより

職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされており
ます。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この
基本は国際的に変化しても変わることなく親睦ととも
に追及するに値する委員会だと信じております。大牟
田委員長を先頭に素晴らしい委員会として会員の皆さ
んに素敵な情報を提供できると思います。
職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされており
ます。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この
基本は国際的に変化しても変わることなく親睦ととも
職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされており
ます。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この
基本は国際的に変化しても変わることなく親睦ととも
に追及するに値する委員会だと信じております。大牟
田委員長を先頭に素晴らしい委員会として会員の皆さ
んに素敵な情報を提供できると思います。

●次年度ガバナー補佐研修日程 ●当地区のRLI 開催日程
次年度 (2019-20年度 )のガバナー補佐研修も第3回まで
終えました。今後の予定は以下のとおりです。

第 4回 2018 年 12 月 13 日 ( 木 )  
　　　　　14:30～17:30   
第 5 回 2019 年   2 月 13 日 ( 水 )     　
　　　　　14:30～17:30      
第 6 回 2019 年   3 月 19 日 ( 火 ) 　 
　　　　　14:30～17:30　　　　　　
第 7回 2019 年   5 月 14 日 ( 火 )
　　　　　14:30～17:30

九段下
ホテルグランドパレス

九段下
ホテルグランドパレス  

会場はホテルグランドパレス、詳細は委員会より各クラブ
事務局にお送りします。

RLI パートⅠ　2019 年 2月  6 日（水）   9:00～17:30
RLI パートⅡ　2019 年 3月 13 日（水）   9:00～17:30
RLI パートⅢ　2019 年 5月 20 日（月）   9:00～17:30
RLI 卒後コース2019 年 6月 10 日（月）13:00～17:30

●RI に提出する決議案の提出期限は
　12月14日（金）です。

●奉仕活動情報交換研究会の応募締め切りは
   12月28日（金）までです。
・対象となる活動は 2016 年 1月 1日より 2018 年 12 月
31 日までに行われた奉仕活動。
・活動内容と目的を記入した応募申込書を12月28日（金）
までに奉仕活動情報交換研究会事務局宛に Eメール添付
にてお送りください。
　　送付先　E-mail:alex@ij-u.co.jp　
　　　　　　　　　　地区社会奉仕委員長　田中久光
・応募された奉仕活動は、地区大会においてパネル展示
を行い、エントリー全クラブの投票を経て選考された奉
仕活動は、2019 年 3月 28 日（木）に開催される奉仕活
動情報交換研究会にて発表をしていただきます。

RIの決議審議会に提案するクラブ、地区からの決議案は
2019年 6月 30日が提出期限です。
2019年 2月 20日～21日の地区大会で地区内クラブの
承認を得る必要があります。みなさまの提案をお待ちし
ています。ご提案はガバナー事務所まで。
　E-mail:office@rid2580.org　FAX:03-3538-0212

ハンブルグ国際大会で一生の思い出をつくりませんか？
「ガバナーズナイトパーティー」
期日：2019年６月２日（日）19:00 より予定
会場：フェアモント・ホテル・フィアヤーレスツァイテン
       “Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten”　　　
https://www.fairmont.com/vier-jahreszeiten-hamburg/
　　　ハンブルグ市アルスター湖畔の歴史ある最高級、
　　　五つ星ホテル　
会費：お一人様　25,000 円 
　　　（着席ディナー・登録は先着順）
登録：後日詳細をご案内いたします。

2018-19 年度の国際大会は 2019 年６月１日より５日
までドイツ・ハンブルグにて開催されます。早期割引登
録料は12月15日まで395ドル、以降３月31日まで
495 ドル、４月１日より 595 ドルです。
早めの登録をお勧めします。
今年度のガバナーナイトはガバナー同士の友情の証と
して第 2790地区（千葉）との共同開催が決まりました。
こちらにもご参加をお願いいたします。　　　　　　　
　　

地区研修委員会 地区RLI 準備委員会

沖縄
ロワジールホテル那覇

地区立法案検討委員会

地区五大奉仕委員会
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ガバナー月信をデータ化してメールに添付して皆様のク
ラブ事務局にお届けするようになってから、お陰さまで半
年が過ぎようとしています。当初から、「データ容量が大き
すぎて、会員にメール送信ができない」、「クラブ事務局で
カラープリントが面倒」、「そもそも月信は印刷物でないと
困る」等のご意見をいただきました。対応策として 8 月号
から月信を本編と資料編に分け、本編のデータ量を軽くし
て、クラブ内のメール配信や事務局での印刷配布をしやす
くする工夫をいたしました。その後は配信方法に関するご
意見は承っておりませんが、これ以外に本誌欄外にも記載
がありますように皆様からのご意見をこの月信に反映し
たいと思っています。今後も皆様のご意見をお待ちしてい
ます。新年の 1 月号からは、松坂ガバナーのターゲットで
あります「研修と活性化」に基づいた「クラブの未来を考え
よう」をメイン・テーマに向こう6ヶ月の連載を企画して
います。引き続きクラブ会長・幹事をはじめクラブリー
ダーのご期待に沿えるよう企画・編集スタッフ一同で努
力をいたします。年もおしせまり間もなく新年を迎えま
す。来年もクラブ会員の皆様が健康で活力あるクラブライ
フが送れるますようガバナー月信編集スタッフ一同で心
よりお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　    地区副幹事 ガバナー月信担当

佐藤文則（東京四谷RC）

〒104-0031東京都中央区京橋 2-11- 8 全医協連会館１階
TEL:03-3538-0211  FAX:03-3538-0212   E-mail:office@rid2580.org  URL:https://www.rid2580.org/

発行 : 国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所

編集後記     

ロータリー活動での疑問点や確認されたいことがございましたら、
何でもご相談ください。ガバナー以下地区役員が検討して、
次号のガバナー月信でお答えします。ご連絡はこちらまで。
ガバナー月信専用アドレス　
fuminori.satoh.set@gmail.com

内藤 栄治 会員
（ないとう　えいじ）
（東京四谷RC）　

逝去日　2018 年 10 月 8日　享年 90
入会日　1985 年 6月 1日
株式会社内藤建設　代表取締役会長
ポール・ハリス・フェロー

佐藤 菊生 会員
（さとう　きくお）
（東京新宿RC）　

逝去日　2018 年８月 28日　享年 82
入会日　1979 年 9月 28 日
株式会社佐藤写真　代表取締役
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル

謹んで哀悼の意を表します。

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
 6 回 飯村　雅洋（東京武蔵野中央）  
 2 回 北岡　修一（東京新都心）  
 1 回 大瀧　一喜（東京新都心） 半場　慎一（東京新都心）
 引地　正修（東京新都心）  
ポール･ハリス･フェロー    
 杉﨑　眞弥（東京本郷）
米山功労者・メジャードナー 
 72 回 鈴木　孝雄（東京池袋）  
 31 回 長嶺　彰信（東京練馬西）  
 30 回 濱野　堅眞（東京）  
 24 回 関家　憲一（東京）  
 23 回 伊野波盛求（那覇西）  
 20 回 田邊　恵三（東京お茶の水）  
 17 回 山下　正治（東京城北）  
 16 回 杉浦　正和（東京） 田辺　信彦（東京）
 岡村　進　  （東京西北） 服部　支朗（東京荒川）
 15 回 坂下　博康（東京北）  
 14 回 若宮　正英（東京王子）  
 12 回 松坂　順一（東京葛飾東）  
 11 回 須藤　仁　  （東京麹町） 小川　明治（東京王子）
 寺　紘一　  （東京荒川） 芝　久雄    （東京江北）
米山功労者・マルチプル    
 9 回 林　克昌（東京）  
 7 回 越野　充博（東京王子） 松村　博文（東京秋川）
 6 回 小池　孝    （東京）  
 5 回 岡本多計彦（東京） 大竹　美喜（東京西北）
 羽鳥　貞雄（東京臨海東） 糸洲　昇    （那覇西）
 崎原　信一（那覇西） 田名　毅    （那覇東）
 4 回 出光　昭　 （東京） 里田　益弘（東京浅草）
 里見　勝弘（東京浅草） 井上　久子（東京荒川）
 髙橋　義一（東京小石川） 岩楯　常夫（東京葛飾東）
 井上　義勝（東京葛飾東）  
 3 回 小林　哲也（東京） 小林　宣昭（東京王子）
 加古　博昭（東京池袋） 畠山　信弘（東京江北）
 大浜　勇人（石垣）  
 2 回 内藤　勝弘（東京神田） 佐藤　文樹（東京王子）
 薬師寺啓子（東京王子） 長岡　省吾（東京浅草）
 伊藤景一郎（東京浅草） 髙田　秀寿（東京荒川）
 岸　義之    （東京荒川） 高橋　和雄（東京荒川）
 小根澤美和（東京リバーサイド）   
米山功労者   
　　　　藤重　貞慶（東京） 大谷　昌義（東京新宿）
　　　　菊地　康夫（東京浅草） 関口　静雄（東京荒川）
　　　　五十嵐一成（東京あすか）今井　太郎（東京江北）
　　　　人見　真吾（東京江北） 松永　勇    （東京青梅）
　　　　佐藤　利光（東京青梅）    

10月31日分まで  敬称略、順不同

7月 1日クラブ数  　　　 　　  70 RC
7月 1日会員数（前年度から継続）　　　   　3,017 名
　　( 内女性会員   　 　　　　204名 )
10 月末会員数           　　 　　　3,063 名
　　( 内女性会員    　　　　　214名 )
本年度会員増減数  　　　　　　46名
本年度女性増減数  　　　　　　10名
本年度入会者   　　　　　　91名
本年度退会者   　　　　　　45名 

第2580地区2018年10月会員数

2018年7月1日の会員数が変わりました。詳しくはウェブサイトでご確認ください。




