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本日の出席率９７.７３％：会員数４４名・出席４１名・欠席１名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３６名・メークアップ６名・出席規定免除会員（２）２名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんばんは。今日は記

念すべき１０００回記念例会に

御出席していただき本当に有難

うございます。佐世保中央ロー

タリークラブ始まって以来はじ

めて奥様も参加の例会です。そ

れと我々が非常にお世話になっ

た遠田さんにも来賓で来ていた

だいています。

　佐世保中央ロータリークラブは１９９０年９月２９日に

創立総会を行いました。１０月２２日に国際ロータリーの

加盟承認を受け、初代会長藤井壮亮、初代幹事鶴丸正毅、

チャーターメンバー４０名で産声をあげました。それから

２１年、今日１０００回の例会をするまでになりました。全

員が昭和生まれの平均年齢４５歳という若いクラブでした。

たしかその当時全員が昭和生まれというクラブはなかった

と思います。そのクラブが今年は平均年齢５７歳になって

います。そしてチャーターメンバーで一番若かった私が会

長になり、年も５７歳になりました。あっという間の２１年

であり、いろいろなことがあった２１年でした。

　私の思い出の中で一番の衝撃的な出来事は、１９９８年５月

５日初代幹事の鶴丸さん、５月７日初代会長の藤井さんが相次

いで亡くなられたことです。しかも葬儀場が同じ部屋で２日

続けてあるという考えられない葬式でした。きっと今でも天

国で佐世保中央ロータリークラブのことを心配されておられ

ると思います。みんなが親父、親父と慕った藤井初代会長、我々

若いメンバーには最高の兄貴分だった鶴丸初代幹事、御二人

で１０００回例会よくここまで来たなと喜んでおられると思い

ます。この後懇親会の席で歴代会長様にそれぞれの思い出を

話していただきたいと思いますので佐世保中央ロータリーク

ラブの歴史はこれくらいにしたいと思います。是非とも思い

出話に花を咲かせていただければとお願いします。

　私はいつも例会の時に成功の法則というのを話させていた

だいております。

１．例会変更

　  佐世保東南ロータリークラブ

　　１２月１４日（水）１９：００～

　　しぐれ茶屋　忘年家族例会のため

　　平成２３年１２月２８日（水）

　　平成２４年　１月  ４日（水）

　　休会  定款第６条第１節により

　  佐世保南ロータリークラブ

　　平成２３年１２月３０日（金）

　　休会　定款第６条第１節により

２．来　　信

　 ・一般財団法人比国育英会バギオ基金

　　2010 年度事業報告書の送付と基金への寄付のお願い

　・一般社団法人ロータリーの友事務所

　　2010-2011年度決算概要の件

　・ガバナー事務所

　  ①ＨＰ掲載情報提示のお願い

　  ②年末年始休業のお知らせ　１２／８～１／５

　・ガバナーエレクト事務所

　　2012-2013 年度地区大会日程変更について

　　期日　2013 年４月６日（土）・７日（日）

　　場所　佐賀市文化会館 

３．伝達・通知

　 １２月１日の理事会において、佐世保中央ＲＣ定款第９条

　 第１節 (ａ）（５）に基づき、富永、竹本、指山、牛島会  

　 員のメークアップを承認したことを報告いたします。

ReportReportReport

成功の法則２２

１０年偉大なり、２０年恐るべし、３０年で歴史になる

中国の格言です。我々は今から新たな佐世保中央ロータリー

の歴史を創っていかなければならないと思います。よろしく

お願いします。
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本日の合計　　　　    44,000 円

本年度の累計　　    352,000 円

ー １０００回記念例会 ー

　

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　本日は佐世保中央ロータリークラブ１０００回記念例会

にご出席いただきありがとうございます。記念すべき例会

を皆様と共にお祝いいたします。

　

牟田 良子様

　１０００回記念おめでとうございます。１２月１日は結

婚記念日に美しいお花ありがとうございました。お陰様で

健康で仲よく過ごしております。佐世保中央ロータリーク

ラブのご発展を祈念いたします。

会員一同

　１０００回記念例会を祝してニコニコいたします。

〈ＩＭへ向けて、東日本視察報告 〉

竹本 慶三 ＩＭ実行委員長

　１２月１日～ 3 日に、 仙台と南三陸町に行ってまいりました。

仙台で、 みちのくよさこい、 光のページェント、 ジャズフェスなど

をされている、 嶋津さん７２歳に空港まで出迎えに来ていただき、

空港から海岸辺りまで案内していただきました。 がれきは数メート

ルも積まれ、 車や船も数多く残ったままでした。 翌日、 南三陸

町まで行き、 防災無線で最後まで案内をして亡くなられた方の

場所、 病院、 地震が起きた時間で時計が止まったままの小学

校、 地盤沈下で大潮のときは海に浸る地域等、 未だにもの凄

い惨状を見ることになりました。 嶋津さんの息子さんが、 そこでボ

ランティアで活躍されていますので、ＩＭのシンポジウムのパネラー

になっていただきたいと思いました。 これから１月２８日に向けてど

のようなシンポジウムをやろうかとメンバーの皆様と共に考えていき

たいと思っています。 東北の被災の大きさ、 大変さ、 いろんな

思いを心に刻んだ３日間でした。 本当に夜は寒かった。

牛島 義亮 ＩＭ実行副委員長

　以前、 私の店舗で働いてくれていた伊藤君が、 気仙沼から

4 時間かけて会いに来てくれました。 テレビなどでも紹介されてい

ますが、 彼はがれきの下や海に流された大漁旗を集め再生して

います。 彼の母親は避難所でストレス等でお亡くなりになられ、

その避難所も 2 か月前に追い出されたそうです。 彼は１２月３０日

にもテレビに出演されます。 そこで、 彼にパネラーとして来てくれ

とお願いしましたところ、 了解してくれました。 復興というテーマで

と言いましたところ 「まだ復興の段階ではなく復旧ですよ」 と言っ

ておられました。 また、何か出来る事はないかと聞きましたところ、

「皆さん現地に来てください。 仮で営業している人もいますから、

来てくれることにより売り上げにつながります。 仕事が欲しいんで

す」 と言われておりました。 そのようなところを１月２８日に話しても

らえればと思っています。

committeecommitteecommitteecommittee

　　　１０００回記念例会・懇親会式次第

　〔例　会〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司会　ＳＡＡ

　　点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　田代　博之会長

　　ロータリーソング斉唱

　　ご来訪者の紹介　　　　　　　　　　　　　　 田代　博之会長

　　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田代  博之会長

　　幹事報告　　　　　　　　　　　      　　　　 八重野一洋幹事

　　出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出席・会報委員会

　　ニコニコボックスの紹介　　　　　　　　　　  親睦活動委員会

　　親睦活動委員会クラブフォーラム

　　点鐘

　　　　　　　　会場設営・休憩

　〔夫婦同伴懇親会〕　　　　　　　　　　　　　司会　親睦活動委員会

　　会長挨拶　　　　　　　　　　　               田代  博之会長

　　乾杯　　　　　　　　　　　　　　　　　　        田雑　豪裕直前会長

　　パスト会長タイム

　　軽音楽演奏

　　手に手つないで　　　　　　　　　　　　　　　 岡　光正親睦委員

　　万歳三唱　　　　　　　　　　　　　　　　      四元　清安会長エレクト

　　閉会                                             

 〈謝辞〉セントラルホテル顧問　遠田公夫様

何故か私もタキシードを着用して参りました

のは、 日頃よりチャーターメンバー以外で

初めての会長になったと豪語して止まない

指山さんの強い要請によるもので、 お陰

様で？先ほどは、 今夜公演の著名な落

語家を市内案内している時に 「いったいど

うしたんですか？」 と怪訝な顔をされました。

　本日は表彰ありがとうございます。 また先週は、ＩＭのテーマ検

証の為の東北被災地への視察旅行には私もご一緒させて頂

き、 ガバナー補佐と会長からのお餞別のおこぼれにあやかりまし

た。 指山さんや、 富永さん、 八重野さんが震度３程度の 「旅

の地震」 を発生させましたが、 竹本さんと牛島さんの適切なナ

ビゲーターで無事に終えることが出来ました。 重ねてお礼申し上

げます。

　　

　さて、 私共が例会場になった１６年前はセントラルホテル絶好

調の時代で、 この会場を定期的に抑えられるのはビジネス上、

厳しい時代でした。 会うたびにチクリ ・ チクリ説得されたのは、

当時 「よさこい」 や 「キラフェス」 誕生に共に知恵をしぼった竹

本さん、 更に今は亡き吉牟田さんや大塚さん、 隣歩班の指山

さん、 喧嘩独楽で労苦を共にした田端さんや岩政さん、 いずれ

も酒にまつわる逸話の多いＪＣがらみの仲間達でした。 それぞれ

に 「ロータリーでうまい飯を食べたい」 と説得されたシーンを思い

出します。
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　そして、契約の詰めは、古賀純男さんの一言、「悪いようには、

せんけん」 の一言でしたが、 その後、 宴会のワインなど酒類は

全て持ち込み、 「古賀さん、 ワイングラスはワインより高かとです

よ！コップ洗うのも人件費がかかるとですよ！」 と苦言を申し上

げた事もありました。 その後、 「事務局が別では大変でしょう」 と

言って、 客室をつぶし倉庫も準備した上で、 事務局も引っ越し

頂きました。 契約は牟田会長の時で、 古賀さんの 「悪いうよう

にはしない」を具体的に文案に認め契約書を作りました。その後、

１６年、 １７人の会長とのお付き合いをしてまいりましたが、 当初

は再契約の度に、 会長・幹事と面談し、 細かな確認をし合っ

たものですが、最近では、自動更新だけになってしまったようです。

　　

　感謝、 当然、 不平不満という人間の心の揺らぎは、 会社で

もよくあることですが、 セントラルホテルも新社長にバトンタッチされ

ましたので、 どうか初心に帰って、 利用する側・される側、 双

方にとって満足度の高い関係を作って頂き、 中央ＲＣ（英語で言

えば、 セントラルロータリー） は、 会員も会場も食事も最高だ！

と言われながら、 次なる１５００回に歩みを進めて頂きますよう祈

念申し上げ、 お礼の挨拶と致します。 最後に１０００回例会を記

念して１０００回 ×１０ （私の名前＝とおだ） の気持ちをニコニコ

させて頂きます。 ありがとうございました。

〈会長挨拶〉

　例会が終わり今から懇親会の時間です。

今日はフルコースのディナーを用意していま

す。 セントラルホテルもこの日のために食

器を買われたようです。 ゆっくりと食事の時

間を楽しんでいただきたいと思います。 食

事の時間ではありますが、 歴代会長様にロータリーの思い出を

語っていただき、 中央ロータリーの歴史と物語をみんなで共有

出来ればいいなと思っています。 以上で会長の挨拶に替えさせ

ていただきます。

〈パスト会長タイム〉

芥川浩一郎 ２代会長

　９０年９月に佐世保中央ロータリークラブ

が誕生する前の春に、 当時私が在籍して

いた南ロータリークラブの富永雄幸先生か

ら、 新しいクラブを作りたい。 藤井壮亮さ

んを初代会長にするからバックアップお願

いしますと言われました。 若く元気な佐世保中央ロータリークラブ

が、 もっともっと元気で発展しますようにお祈りし挨拶といたします。

長富 寿人 ４代会長

　昨日、 １０４歳の女性がライオンズクラブ

に入られたとのニュースを聞き、 後期高齢

者になった私は俄然元気が出て来ました。

３代会長の福井さんの後を引き受け、 古

賀純男君が幹事を引き受けてくれた。 今

思えば、 幹事は大変苦労したのではないかと思い感謝感激で

す。 そのせいか、 最近では古賀君からいじめにあっています。

いじめは若い人ばかりではないようです。

牟田 憲市 ５代会長

　１０００回例会、 楽しいですね。 タキシー

ドを着て来いと言われ、 こういう機会を作っ

てくれた前田親睦委員長に感謝いたしま

す。 先ほど遠田さんが牟田会長の時から

セントラルホテルでと言われましたが、 多く

の人が奔走してくれ、 ７月の最初の例会から、 西沢の８階から

移ることができました。 大変便利な所に例会場ができた。 遠田

さんにはよく引き受けてくれました。 ２０００回例会に向けて頑張り

ましょう。

松尾 英機 ７代会長

　私のときには、２人の会員を看取りました。

鶴丸正毅さんと藤井壮亮さん。 韓国から

弔問団も来られました。 藤井さんの弔辞で

は、 奥様が早く亡くなられたので、 「黄泉

の国で奥様が待っておられるでしょう。 ２回

目の新婚生活を味わって下さい」 と言ったことを覚えています。

福田 英彦 ８代会長

　ロータリーに入ろうと思った時、 西クラブ

に知っている医師が多かった。 しかし、せっ

かく入るのなら知らない人の多いクラブが

良いと言われ、 当時できたばかりの佐世

保中央ロータリークラブに入ることになっ

た。 兄が、 北ロータリーの会長を務めた次の年に私が当クラブ

の会長を務めることになりました。 牛島君が幹事を引き受けてく

れた。 知り合いを増やす、 親睦を深めるという意味でロータリー

に入ってプラスが多かった。 来年長男が帰ってきます。 時間的

に余裕ができたら、 まだ７０歳で体力やる気満々ですので、 当ク

ラブの発展に微力を尽くしたいと思っています。

鶴田 明敏 １０代会長

　私は、 U ターンで佐世保に帰って来て、

南クラブにいた兄から 「佐世保中央クラ

ブができるので是非入るように」 と言われ

ました。 初年度は、 出席委員長になり、

思い出しますのは、 わざわざ北海道から

芥川さんが電話をしてこられ 「メーキャップを促せ」 と助言してい

ただきました。 ２年目は、 青少年委員長で、 佐世保中央ロー

タリー旗少年ソフトボール大会を創設し、 ９年間続きました。 今

では、 清水小学校主管で 「清水ツインズ杯」 として受け継が

れています。 佐世保に帰ってきたときは、 藤井壮亮さんと、 野

田三地之さんしか知らなかったのが、 短期間で皆様と知り合い

になることができる素晴らしい環境はいいなあと思っています。

古賀 純男 １１代会長

　ロータリーが大嫌いでした。 JC を卒業し

たら南クラブの池田君、 川添君からも誘

われましたが、 絶対ロータリーには入らな

いと断っていました。佐世保中央ロータリー

クラブができる時、 私の父親のような叔父

     Party     Party     Party
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さんから入れと言われ、 入ることになりました。 その後、 適当に

過ごし北クラブにメーキャップばかりしておりました。 それがどうした

事か、 歯医者さんが私に幹事をせよと言いだして、 お断りしてお

りましたが、 藤井壮亮さんから、 せろと言われて引き受けること

になりました。 それから副会長、 会長とさせていただきました。

会長の時は、 坂井智照さんが幹事を引き受けてくれて大変苦労

されました。 １０周年後の 11 年目は何もせんでよかろうと思ってい

ましたが、 就任早々いろんな事件が起こりました。 来年は藤井

壮亮さんと同じ７０歳になります。 しかし私は後１０年まだ生きている

よと言います。

竹本 慶三 １４代会長

　会長をしたという思い出がない。 幹事に

指山君になってもらい、 同級生が思い通

りにやってくれた。 牟田さんが会長の時の

幹事の思い出は残っています。 大喧嘩を

したとき、 私が大人で、 全て酒の席のこと

としました。 こんな凄いおじさんはいない。 私の副幹事が田代君

で、予定者の時、九重に登りに行こうということになり、車に泊まっ

て、 朝一番に九重に行きました。 牟田さんはスイスイと登って行

かれました。 例会では、 あいだみつおさんの言葉を紹介した。

出会いそして感動。 その時の出会いが人生を根底から変えること

がある、 という思いでやっております。

橋口 佳周 １５代会長

　メーキャップを含め１０００回出席していま

す。しかし、創立記念例会の前に１回あり、

その時だけは欠席しています。 ２００５－６と

いう年は、 ロータリー設立１００周年の年

で、 次の１００年が始まる年でした。 当ク

ラブは１５周年でしたので、 奥様にコーラスをお願いしました。 そ

の夜限りのレンブラントホールの舞台の筈でしたが、 「コスモス」

として継続していただいていることが嬉しい。 そして、 全会員の

職場訪問をしました。 一休の回転焼きを買って、 私は黒が好き

ですが白が好きな人もいらっしゃるので、 黒５白５を買って、 全

員の会社訪問を達成したときは嬉しかった。 幹事が田代君。

副会長が田端君でした。橋口の口という漢字の中に＋（プラス）

された田のつく二人に助けられた一年でした。

坂井 智照 １６代会長

　今年はガバナー補佐の大任をさせてい

ただいています。 １２月８日は、 お釈迦さま

が悟りをひらかれた日であります。 師走、 １

年を振り返って本堂で瞑想をしました。 私

の会長の年の１２月７日は７６７回でした。

真珠湾攻撃が始まり、 イマジン等の歌で平和を訴えかけたジョン

レノンが亡くなりました。 東日本は私たちに 「命」 を考えさせてくれ

ました。 過去を、 現在を、 この１０００回の中で考え、 次の未来

を考えなければなりません。 命を授けられた私たちは、 ジョンレノ

ンに則して、 命というものを IM の中で、 大事に大事に表現し、

１月２８日を無事成功させたいと思います。 先ほど報告がありま

したように、 IM の実行委員会の皆様が、 着々と準備を進めてく

れていることに対しても、 感謝申し上げます。

牛島 義亮 １７代会長

　本年度私はクラブ奉仕委員長です。 パ

スト会長タイムを、 例会でやるか懇親会で

やるか、理事会で結構もめました。 しかし、

皆さんよく聴いていただいていますよね。 私

は、 チャーターで入らせていただき、 福田

先生から幹事をお願いされたときは感動的でした。 私が会長の

時、 メンバーの奥様が、 韓国にハングルで行きたいということで

一年間ハングルの勉強をしましたが、 結局チェジュ島には、 富

永さんと行くことになりました。 その後ハングルは全て忘れました。

明日から還暦祝いにホノルルマラソンに行ってきます。

指山 康二 １８代会長

　１０００回例会の感想。 田代会長、 素

晴らしい。 この半年、 批判してきたけど素

晴らしい例会です。私の会長の時のスロー

ガンは、 「ロータリーは出会いの絆。 楽し

もうロータリー」 でした。 私以上に楽しんだ

会長はいません。 韓国の釜山蓮山ロータリークラブのご来訪の

時、 牛島家、 指山家に大掃除して招待しました。 いつも私の

長い話を抑えてくれたのは、 岩政幹事そして、 愛する指山いず

みでした。 吉牟田、大塚、３人分酒呑んでます。 中央ロータリー

クラブは家族です。 ありがとう。 サンキュー。

井上 亮 １９代会長

　少々昔の話ですが、南高５０周年の時、

その準備をする４９周年の時の育友会会

長でした。 次の年は別の人に変わりました

ので、 式典で挨拶をすることもなく、 記念

誌に写真が掲載されることもありませんでし

た。 その後、日の目を見たいということで、佐世保中央ロータリー

クラブの２０周年を狙っていましたが。 しかし１９代の会長となり２０

周年の準備を一生懸命しました。 そしたら次の田雑会長が目立

つ目立つ。 私は黒子に徹して、 そういう性格なんでしょうね。 ２

０００回例会は、 間違いなく生きています。

田雑 豪裕 ２０代会長

　最後の順番で、 酔っ払って言うことを忘

れました。 思い出にあるのは、 設立の時

の雲仙普賢岳の噴火、 そして、 ２０年後

の東日本大震災です。 また一年の中で

思い出深いのは、「ふれあい音楽コンサー

ト」 です。 正午になっても来場者が少ない。 心配しましたが、 ３

０分、 １時間経つうちに、 結果的には１０００人の方にご来場いた

だきました。 現在、 ノミニー、 エレクトも決まっておりますが、 せっ

かくロータリーに入られたのですから。 会長を皆さんに務めてい

ただいて、 良い思い出をつくっていただければなあと思っていま

す。 先ほどから、 パスト会長が言われているように、 ここにいる

皆で２０００回例会を迎えることができればと思いながら、 締めの

言葉とさせていただきます。
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