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本日の出席率７２.７％：会員数４５名・出席３２名・欠席１２名・出席規定免除会員（１）０名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ１３名・出席規定免除会員（１）１名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さん今晩は。今日は坂井智

照ガバナー補佐のお疲れ様会を

例会後にしたいと思います。一

年間中央ロータリークラブを代

表して活動をしていただきまし

た。本当に有難うございます。

　話は変わりますが、私は毎朝その日の行動計画を手帳に

書いています。日曜日は妻の両親を見舞いに行こうと土曜

の夜、妻と娘の３人で決めていました。行動計画を作ると

き、孫を連れて行った方が喜んでもらえると思い、回転寿

司を食べるから一緒に行こうと誘ったところＯＫが出まし

たので昼、回転寿司を食べてからホームへ行きました。妻

の母は全身が硬直して、誰が誰かも分からないような状況

になっています。自分の娘も分からないような状態です。

しかし前に孫を連れて行ったところ、孫には反応を示して

くれました。そういう訳で一緒に行こうと誘いました。子

供の力はすごいと思います。ホームにいるいろんなお年寄

りが孫に対しては反応を示してくれました。ほとんどのお

年寄りが最初見たときは、じーと前を見ているだけで反応

がない状態でした。しかし子供を見るとニコッと笑う人、

こっちへおいでと手を振る人、反応があるから不思議です。

最後にほとんど反応がない母に私がまた来ますと言うと

「また来てください」と返事がありました。誰が言っても返

事がなかったのに、私が言って初めて返事があったため、

妻は少々むくれていましたが私は孫のエネルギーが変化を

もたらしたのだと思います。

　帰ってから妻と２人で映画を見に行きました。題名は「わ

が母の記」８０歳から８９歳までの小説家井上靖の母親が

亡くなるまでの自伝的映画です。この映画を見ながら、妻

の父が８７歳、母が８０歳、私の母は８４歳、事実そのと

おりの場面がいくつも出てきました。そして何度も涙を流

してしまいました。家に帰ると娘から「２人ともどうしたの、

Report

泣いたような顔をして」と言われました。特に妻は昼間両

親、その後映画を見たということでいろいろと思うところ

があったようです。

成功の法則その４５

気づき即実行

　最初、今日の予定は妻の両親を娘と３人で見舞いに行く

ことだけでした。予定表を書くとき、孫を連れて行ったら

喜んでもらえるだろう、一緒に昼を食べるという事で連れ

出そう。そして映画の欄をみると我が母の記というのがあ

りました。インターネットで調べると今日にぴったり。気

づいたことを即、実行に移したおかげで非常に中身の濃い

１日を過ごすことが出来ました。迷わず実行に移して良かっ

たです。

１．例会変更

　　 ありません。

　　

２．来　　信

　・ガバナー事務所

　　①未来の夢準備資料の改訂版について

　　②新世代奉仕部門アンケートのお願い

　・ガバナーエレクト事務所より   

①クラブ奉仕・会員増強セミナー開催について

　日時　７月１４日（土）　１３時００分開会

　場所　武雄センチュリーホテル

②ガバナー公式訪問時のタイムスケジュールについて

　及び服装について

③ガバナー補佐名一覧表

３．伝達・通知

　　ありません。
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本日の合計　　　　    29,000 円

本年度の累計　　    848,000 円

担当：前田 眞澄君

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　皆様、こんばんは。本日を含めあと 3 回！頑張ります。

例会終了後は坂井智照ガバナー補佐の慰労会です。最後

まで宜しくお願いいたします。

坂井 智照ガバナー補佐

　Ｉ過ぎ去った月日の速さは諸行無常を感じさせられまし

た。皆様のご厚誼、ご支援に言葉に尽くせない感謝で一杯

です。本当にお世話いただきありがとうございました。

長富 寿人君

　坂井智照ガバナー補佐におかれましては、一年間大変お疲

れさまでした。

福田 英彦君

　6 月より長男が当院に帰ってきました。4 年間、佐世保市

立病院で勤務していたので、当院は大分楽な仕事のようで

す。私の仕事量も半分になるので皆さんみたいにゆとりあ

る生活を楽しめるのではと期待しています。

牛島 義亮君

　坂井智照ガバナー補佐、一年間お疲れさまでした。

野村 和義君・山瀧 正久君

坂井智照ガバナー補佐お疲れさまでした。

川﨑 洋一君

　本日の「坂井智照ガバナー補佐慰労会」ですが、〆切に

追われ途中退席いたします。お詫びを申し上げてニコニコ

します。

　

崎山 信幸君

　只今、6 月議会の真っ最中です！明日、午前 10 時より議

場において、わたくし、一般質問を行います。朝一番で、お

忙しい時間帯でありますが、ご都合のつかれる方は膨張お

待ち申し上げます。宜しくお願いいたします。

田端 茂君・大久保 厚司君・四元 清安君・前田 眞澄君

　坂井智照ガバナー補佐一年半お疲れさまでした。

 ■　一年間を振り返って　■  

　１、あっという間に１年が終わるだろうと思っていま

　　　したが、やはりこの１年過ぎてしまえばあっとい

　　　う間でした。

　２、７月新しい年度が始まってすぐ大失態を演じてし

　 まいました。市民大清掃に会長も幹事もいないとい  

　 う大失態です。

　　１）今でも何故市民大清掃が私の頭になかったのか

　　　　理由がわかりません。

　　２）会長になったら仕事よりもロータリーの行事が

　　　　優先すると考えています

　３、次は納涼例会です。船番所で食事をして帰りにシー

　　 サイドフェスタの花火を見るという前年度と同じ

　　 企画でした。

　　　１）直前になって船が故障して出せない

　　　２）ぎりぎりのところで最初の予定どおり船で行

　　　　　くことが出来ました。骨を折っていただいた

　　　　　山瀧さんありがとうございました。

　４、８月２５日に佐世保中央ロータリー「ロータリー

　　　財団、米山基金会」の総会

　　　１）東北大震災の時、寄付金をどこから出すかで

　　　　非常に困ってしまったからです。

　　　２）佐世保中央ロータリークラブ基金会をつくり

　　　　　ました。

　５、創立記念例会では、私は２つの思いがありました。

　　　１）去年丁度２９日と木曜日が重なったため９月２９

　　　　　日の木曜日に創立記念例会が出来たらいいな

　　　　　いうと思い。

　　　２）弓張の丘ホテルで創立記念例会、懇親会を開

　　　　　きたという思いです。

　６、　私は大きな間違いを２つ犯してしまいました。

　　　１）年間予定で９月２９日に創立記念例会をいれ

　　　　　ていた為、皆さんは理解していると思ってし

　　　　　まったことです。

　　　２）韓国に行ったときに韓国のメンバーと日にち

　　　　　の打ち合わせをしなかった

　７、韓国の留学生に韓国の人が来て一番喜ぶホテルは

　　　どこかと聞きました。答えは弓張の丘ホテルは絶

　　　対いいですよ。

　　　１）大きな問題がひとつありました。それは人数

　　　　　がはいるかどうか

　　　２）大分悩みましたが、なんとか入るだろうとい

　　　　　う事で決行しました。

　８、２次会での山縣パラダイスの落差が非常によかった

　　　１）国際交流委員会、親睦委員会のメンバーの活

　　　　　躍で素晴らしい企画

　　　２）下見に行っていただいた皆様にはお礼を申し

　　　　　上げます。

　　　３）この時の経験で釜山での創立記念例会は、違

　　　　　う場所になったのでは

　９、私の今年度は二つのメイン事業がありました。ひ

　　　とつ目は対内事業の１０００回例会、もう一つは

　　　対外事業のＩＭ。

１０、まずは１０００回例会から話したいと思います。

　　　１）最初年間スケジュールを作っている時今年は

　　　　　１０００回例会があることに気づく

　　　２）前田委員長に頼んだのは感動と記憶に残る会

　　　　　にしてくれというものです。

 田代 博之会長  
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　　　３）是非一度ご婦人方にも最初から例会に参加し

　　　　　てもらおう

　　　４）格式高くやりたいそのためには料理はフル

　　　　　コースでやりたい。

　　　５）もう一つは、歴代会長さんにタキシードをき

　　　　　ていただく。

　　　６）タキシードを買っていただいた鶴田さん、　

　　　　　橋口さん、指山さん、四元さんありがとう。

　　　７）懇親会の中で良かったのはやはりひとり、　

　　　　　ひとり、歴代会長さんに思い出話をしていた

　　　　　だいたことです。

１１、次は二つ目のメイン事業ＩＭ。

　　　１）２回もＩＭをやっているので、中央ロータリー

　　　　  クラブには来ないと思っていました。

　　　２）竹本さんを実行委員長に、牛島さんを副実行

　　　　　委員長に組織づくりをした。

　　　３）一番問題になったことは市内の会長幹事会でした。

　　　４）終わった後いろんなクラブのメンバーから高

　　　　　い評価をいただきました。

１２、その他いろんな事業をしました。また委員会で計

　　　画をしていて出来なかった事業もあります。その

　　　一つ一つが私の思い出になっております。

１３、最後にこの一年間で一番勉強させていただいたこ

　　　とを話します。

     《《　坂井智照ガバナー補佐慰労会式次第　》》  

　　　日　時：６月１４日（木）１７時１０分～

　　　場　所：セントラルホテル　アゼリアの間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：親睦活動委員会

開会

会長挨拶　　田代 博之会長

　坂井ガバナー補佐、１年間ありが

とうございました。

　

　この１年間で感じました事は、ガ

バナー補佐の包容力が凄いなあとい

うことです。ガバナー補佐として多

くのクラブを訪問され、各クラブの現況報告書を読ま

れて、いろんなアドバイスをされてきました。佐世保

東南ロータリークラブ創立２０周年記念式典では挨拶

をされ、大変感謝されました。また、釜山蓮山ロータリー

クラブとの、新たな友好クラブ締結の橋渡し役も八重

野幹事と共に果たされようとしています。

　

　これから、坂井ガバナー補佐の慰労会です。会員の

皆様には、ガバナー補佐と、ゆっくり思い出話をされ

てください。坂井ガバナー補佐、１年間お疲れさまで

した。

 坂井智照ガバナー補佐慰労会

坂井智照ガバナー補佐挨拶

　「光陰矢のごとし」月並みな表現

ではありますが、本当にそう感じた

一年でした。経験不足の否めない中、

試行錯誤を重ね、また皆様のご協力

を得て、何とか無事にガバナー補佐

という大役を務めることができました。心より感謝申

し上げます。

　

　この一年間で沢山の経験をさせていただきましたが、

その中で私の指針となった言葉を皆様に送り、私の挨

拶にかえさせていただきます。

『生涯の旅路』

　私は私の一生涯の旅路に於いて、今日というこの道

を再び通ることはない。二度と通ることはない。二度

と通らぬ今日というこの道、どうしてうかうか通って

なろう。笑って通ろう。歌って通ろう。二度と通らぬ

今日というこの道。嘲笑されて、そこで反省するんだよ。

叱られて、そこで賢くなるんだよ。たたかれて、そこ

で強くなるんだよ。一輪の花でさえ、風雨をしのいで

こそ美しく咲いて薫るのだ。侮辱されても受け流せ。

蹴飛ばされても歯をくいしばって忍べ。苦しいだろう。

悔しいだろう。しかし君、この道は「尊い」といわれ

た人たちが必ず一度は通った道なんだ。

花束贈呈

乾杯　　　田雑 豪裕直前会長

　数々の実績を残され他のロータ

リークラブから高い評価を受けら

れ、この佐世保中央ロータリークラ

ブの名を高めていただきました。そ

のようなことで坂井ガバナー補佐の

御努力とそれをささえていただいたセクレタリーの

方々に感謝申し上げ乾杯の音頭をとらさせていただき

ます。

　　

（歓　　談）　　

締めの言葉　　四元 清安会長エレクト

　佐世保中央ロータリークラブ２１

年の歴史の中で、３名の方がガバ

ナー補佐をされています。牟田パス

ト会長、芥川パスト会長、坂井ガバ

ナー補佐であります。岩永ガバナー

公式訪問に先立ち、第６グループの各クラブ２回の訪

問ご苦労さまでした。ガバナー補佐の御指導のもと山

東昭子参議院議院「復興と奉仕」をテーマにした基調

講演、竹本会員をコーディネーターとして「復興とロー

タリアン」をテーマにしたパネルディスカッション等

ＩＭの成功もおめでとうございました。本当に田代会

長、八重野幹事、そして会員の皆様大変お疲れさまで

した。
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　佐世保中央ロータリークラブの会員の皆様のご健勝

と坂井智照ガバナー補佐の次年度地区社会奉仕委員長

としてのご活躍を祈念いたしまして、一本締めをさせ

ていただきます。

ＳＡＡ： 鶴田 明敏君／音響：西村 浩輝君

次回例会／６月２１日１２：３０～

次回献立／トルコライス、サラダ、コンソメスープ
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