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本日の出席率７２.５％：会員数４１名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター ０名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ７名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは。 先日、 松浦

ロータリークラブの創立４０周年記

念式典に出席してまいりました。

式典は厳かに行われました。 大会

委員長挨拶、 会長挨拶、 来賓挨

拶と進み、 功労者表彰に進みまし

た。 チャーターメンバー２名の方

の表彰がありました。 創立４０周年

を迎えて２１名中２名の方がいるということに驚きました。 我がクラ

ブも４０周年を迎えるためには後１８年かかります。 ４０周年の時

に何人のチャーターメンバーがいらっしゃるのかと思いました。

その中に事務局員の方の表彰もありました。 表彰を受けた事務

局員の方は、 私が３２年前に佐世保ローターアクトクラブに所属

していた時のメンバーでクラブの幹事をしていた女性でした。 数

分間ではありましたが、 式典の前に昔話をして楽しい一時を過

ごさせていただきました。 また式典の前にモニュメントの除幕式

が行われ来年の 「頑張らんば国体」 で松浦市は 「なぎ長刀」

競技の会場になるということで、 「なぎ長刀」 の形をしたデザイン

なっていました。

　また本年度事業である 「ケアハウスあかりさき」 の訪問に行け

なかったことをお詫びいたします。 崎山社会奉仕委員長をはじ

め委員会の皆様、 コーラス 「コスモス」 の皆様、 そして御尽力

頂きました長崎県特別支援養護学校の生徒の皆様に感謝申し

上げます。

南部建 中央会幹事
　６月１５ ・１６日第５ ・ ６回中央会を開催します。 宿泊先は武雄

京都屋です。 １５日練習ラウンド、 １６日コンペと成ります。 組み

合わせ表は明日、 皆様へ FAX にてお知らせします。

 １．例会変更
　    有田ロータリークラブ

　 ６月１８日 （火） １２：３０→６月２１日 （金） １８：３０～

　 　Olive Bay Hotel （長崎県西海市大島町）　

　　 年度末家族会のため

伊万里西ロータリークラブ
　 ６月２７日 （木） １８：３０～

　 伊万里迎賓館　年度末懇親会のため

２．来　　信

・朝長則男佐世保市長
   「空き缶回収キャンペーン」 への参加のお礼

    ・ガバナー事務所
　　ロータリー財団年次寄付へのご協力のお願い

・次年度ガバナー事務所
　次年度地区主要行事予定表

　

３．伝達・通知
       特にありません。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
先週６月８日は崎山社会奉仕委員長始め委員会メンバーの皆

様、 第２回交流プロジェクト事業の実施、 お疲れ様でした。 い

よいよ実質今回と次回の２回の例会で本年度も終わりとなります。

本日は会長卓話ということで一年を振り返り、 その集大成として

お話をさせて頂きます。 スケールの大きな話になるかどうかは皆

様のご判断にお任せします。

糸瀬新君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 なんとか３０回目

を迎えることが出来ました。 あと一年、 また頑張ります。

崎元英伸君、崎山信幸君、岡光正君、溝上純一郎君
山瀧正久君、田端茂君、馬場貴博君、長富寿人君
西村浩輝君、八重野一洋君、鶴田明敏君、松尾英機君
福田英彦君、指山康二君、竹本慶三君、宮崎正典君
後田明子君、田雑豪裕君、平岩義明君、橋口佳周君
本田実君、南部建君、古川直記君

山田伸二君の入会を心より歓迎し， ニコニコします。
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ＳＡＡ：長富寿人君

次回例会／６月２０日１２：３０～

次回献立／ビーフカツ、サラダ、コンソメスープ

四元清安 会長
　一年間とは早いもので、 昨年の会長 ・ 幹事交代式が先日あっ

たかのように思い出します。 ああしたら良かった、こうしたら良かっ

たと、 優柔不断な自分自身の 「反省の一年間」 でありました。

会員増強も思わぬ方の退会により、 純増２名目標も大きく下回る

こととなりました。 後半１名の新入会員が入会したことがせめても

の喜びとなりました。

　２０１２年～２０１３年　国際ロータリーテーマ｢奉仕を通じて平和

を」 のもと、 今年７月より 「集う仲間への感謝 ・ 新しい出会い ・

友情の輪がロータリーの力」 をクラブスローガンに運営をしてま

いりました。 スローガンの文句が長すぎ、 意味がわかりずらく、

良いスローガンではなかったと今では思っております。 後期の

事業から申しますと、 １月１０日の新年例会。 ２月１４日の延寿会

では、 西村浩輝君の古希 ・田雑豪裕君、 大久保厚司君の還

暦祝いの挨拶で田雑会員が好きな言葉 「マッカーサーの、 老

兵は死なずただ消え去るのみ」 を引用し述べようとしたところ本

人の挨拶とかぶってしまい急きょ挨拶を変え支離滅裂な挨拶に

なったこと、 人の挨拶は先に知らないようにしようと学習しました。

また韓国行きの人数ばかり気になり、 ４月４日～６日佐賀総合文

化会館で開催された地区大会では登録人員を集める努力が足

りなかったと反省しております。 ４月１１日～１３日かけての釜山蓮

山ロータリークラブの公式訪問では北朝鮮のミサイル発射問題

で中止にすべきか、 実施すべきか大変悩みました。 ３年ごとの

姉妹クラブ締結調印式もありましたので、 開き直って実施いたし

ました。 井上亮国際奉仕副委員長、 宮崎正典国際交流委員長

には大変ご迷惑をおかけしました。 自分的には会長挨拶を韓国

語で行おうと決めて、 ただひたすら韓国語の発音の練習に没頭

し、 難しい問題は 「どうにかなるさ」 と実施すると決めた時から

考えないように致しました。 無事韓国から福岡空港に着いたとき

は、 「心の中でよかった、 万歳」 と叫びました。

　５月２３日の職場訪問例会では、 思いもかけず海上自衛隊 「護

衛艦いせ」 への乗船することができました。 船内設備の見学や

最新式のヘリ見学 ・甲板から艦載機を船内に収めるエレベー

ターにのり格納庫に降りていくことは、 初めての経験でしたので

童心に帰ったように楽しい気分を味わいました。 また金曜日でも

ないのに 「カレー」 を食べられたことはいい経験になったと思い

ます。、 ５月２５日～２６日にＲＹＬＡが北山少年自然の家で開催

されました。、 今年は山瀧会員の会社の社員さんに行って頂き

ました。 今年は佐世保中央ロータリークラブとして派遣する社員

さんを出せないかもしれないと内心不安でたまりませんでした。

６月８日には松浦ロータリークラブ創立４０周年記念式典に出席し

ました。 そのために社会奉仕委員会第２回交流プロジェクト 「ケ

アハウスあかりさき」 訪問に出席出来ず申し訳なかったと思いま

   ■  一年間を振り返って ■　 

本日の合計　　　　   27,000 円

本年度の累計　　　868,000 円

す。 お聞きしますと 「コスモス」 のコーラス ・ 長崎県立佐世保特

別支援学校の生徒さんによる和太鼓の演奏は参加者皆様に喜

んで頂けたと聞き及んでおります。 お世話を頂きました社会奉

仕委員会の皆様に感謝申し上げます。 また我がクラブとしては

牛島会員が藍綬褒章を受章されたこと、 クラブの慶弔規程に叙

位 ・ 叙勲・ 褒章の規定あったことを改めて確認いたしました。

心よりお祝い申し上げます。

　

　１２月に述べました前半期の反省点について、 ８月の納涼例会

では、 花火に夏祭り風にと企画を欲張り、 ゲームの工夫には親

睦活動委員会の皆様に大変ご迷惑をおかけしました。「会長は、

ただだまっていること」 ということを学びました。 また、 納涼例会

に 「浴衣」 がいる方は、 格安でレンタル致します。 ９月の山口

二郎ガバナー補佐訪問、 １０月には福元裕二ガバナー公式訪

問など緊張した例会も経験いたしました。 創立記念例会では、

釜山蓮山ロータリークラブのメンバーと共に大分日田温泉の鵜飼

い ・ 別府温泉の地獄めぐり旅行をさせて頂き、 そのエピソードを

ネタに釜山蓮山ロータリークラブ創立記念式典での挨拶に利用

させて頂きました。 １１月の社員招待例会では、 ロータリークラブ

の活動を説明をする簡単なビデオがあるにもかかわらず社員の

方には全くなじみのないアーサー ・ フレデリック ・ シェルドンの話

をしてしまったこと。 東日本大震災復興支援チャリティバザーの

取材を受けた時、 あがってしまい思いの半分も話せなかったこ

と。 反省することばかりです。

　　　

　また私の思い入れにより地区方針の｢夢計画」 に基づき、 長

崎県立佐世保特別支援学校の生徒さんと佐世保中央ロータリー

クラブとのコラボによる継続事業として老人介護施設サンの訪問

を実施していただきました。 「ケアハウスあかりさき」 と共に地区

補助金を利用した事業でもありました。 また私の希望でありまし

た、 ハウステンボス ・ デハールでの忘年家族会では、 鶴田バン

ド演奏に加え、 大久保副会長、 浅野副幹事、 八重野会員を交

えての新バンドのデビューはうれしく思いました。

　最後に今年の私のクラブスローガン 「集う仲間への感謝」 とい

うことで、 私みたいな者に 「２２代会長」 という重大な役職を与え

て頂きました。 佐世保中央ロータリークラブの会員の皆様に 「心

より感謝」 申し上げます。 「新しい出会い」 ということで、 地区内

外を問わず色々な方々と出会いがありました。 特に新入会員 山

田伸二君に感謝申し上げます。 「友情の輪がロータリーの力」 と

いうことで、 ここまで無事会長職を務めさせて頂きましたのは、

理事役員の方達のご協力は勿論のこと、 会員の皆様、 ２２年間

の歴史を築き上げてこられた、 先輩の方々の御努力によるもの

だと感謝いたします。 また最後に前田幹事、 大久保副会長、

浅野副幹事、 お互いの家庭を壊さない程度に活動しようという

約束が守れたこと 「ホッとしております。」 最後まで会員皆様の

ご協力をお願い申し上げまして 「一年を振り返って」 のお話を

終わります。 有難うございました。
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