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本日の出席率９０％：会員数４０名・出席３４名・欠席４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２８名メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは。 ２日前田端茂会員が突然旅立たれました。

いまだにこの事実を信じられません。 昨日葬儀が行われたことも

夢の中の出来事のように思われます。 最後の最後の例会でこの

ようなことを報告しなければならない自分を悲しく思います。 本

日は、 喪章をかけたロータリー旗をこの場においております。 謹

んで 「黙祷」 は交代式の時に皆さんで行いたいと思います。

　何が起こるか分からないのが 「人生」 だと思い知らされました。

うれしい出来事も、 悲しい出来事も、 時がたてば思い出となるで

しょう。 会員の皆様には、 食事には気をつけ、 思い当たる節が

あれば病院に行き、自分の健康に過信することなく、「一病息災」

というように何よりも健康管理をしっかりしてください。 そして普段

の一日一日を大切に送っていただきたいと思います。 本当に最

後の会長挨拶を終わります。 皆様への感謝の思いは、 交代式

で述べさせていたたきます。
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 　 佐世保中央ロータリークラブ
　会長・副会長・幹事交代式

 １．例会変更
　    佐世保南ロータリークラブ

　 ６月２８日 （金） １２：３０→１８：３０～

　　　　 ＪＡさせぼホール　役員交代式のため

２．来　　信
    ・ガバナー事務所
　　７月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝９９円

　　　規定審議会による改正された組織規定文書の情報

・（公財）佐世保地域文化事業財団
　アルカス SASEBO 情報誌 「コンパス夏号」

３．伝達・通知
       特にありません。

２０１２～２０１３年度 四元清安会長、大久保厚司副会長、
前田眞澄幹事

一年間皆様には大変お世話になりました。 来月からはいよい

よ西村丸の船出です。 頑張ってください。 一年間ありがとう

ございました。

２０１３～２０１４年度 西村浩輝会長、山瀧正久副会長、
野村和義幹事、馬場貴博副幹事

会員の皆様、 一年間よろしくお願い致します。

会員一同
四元清安会長、 大久保厚司副会長、 前田眞澄幹事一年間

大変お疲れさまでした。 西村浩輝会長、 山瀧正久副会長、

野村和義幹事一年間頑張って下さい。

開会の言葉　   大久保厚司副会長

点　　　鐘　　 四元清安会長

来賓紹介　　 　四元清安会長

来賓挨拶　　　 松尾辰二郎拡大補佐

　今年も佐世保中央ロータリークラブの

会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式に立合う事

が出来ることに嬉しく思います。 今回は

野田三地之特別代表がお見えにならな

いとゆうことで本来ならば私は乾杯の役

目ですが格が上がりまして祝辞を仰せつ

かりました。 まずもって四元会長、 １年

間御苦労さまでした。 朴訥とゆうか非常に温かい人柄で２２代

目の会長を務められ大変よく務められました。 前田幹事に措

かれてはどっしりとした風貌のごとく会長を補佐しうまく幹事役

をこなされました事、 大変お疲れさまでした。 大久保副会長

を含め役員、 理事の皆様も四元会長とともに１年間本当に有

難うございました。

本日の合計　　　　   37,000 円

本年度の累計　　　　37,000 円
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　ロータリーとゆうのは交流が下手で、 よそのクラブが何をやっ

ているのかよく知らのが事実です。 今日の会長の１年間の事

業をＤＶＤで見ることを楽しみにしております。 このＤＶＤは会

長にとっては嬉しい贈り物だと思っています。 唯一つ残念な

のはこの場に田端茂とゆう男がいないとゆうことであります。 彼

は私のＪＣの後輩でありとても頼もしい後輩でした。 彼は何も言

わずに旅立って行きましたのでこの場で言いたい。 「田端茂

君さようなら」 彼の６３年間は素晴らしい家族に恵まれ、 仲間

に恵まれた６３年間であったと思います。 ここでお別れのこと

ばをささげます。

　さて次年度は西村会長です。 この方とは４０年来の付き合い

であります。 とても温厚で優しくて必ず佐世保中央ロータリー

クラブをまとめてくれると信じています。 また次年度幹事の野

村君との出会いは３５年前、 当時アメリカンフェスティバルで

３２時間マラソンソフトボールがありまして、 朝長理事長と当時

１００ｋｇあったような彼が出ずっぱりでとうし凄い青年だなと思っ

たのが最初の印象でした。そして、朝長事務所では事務管理・

運営管理などをこなし、 竹本慶三 ・岩政孝 ・野村和義この３

人がいれば何でもこなすとゆう幹事にしてはもってこいの人物

でありますので、 必ずや西村会長を支えてくれると信じていま

す。 後は山瀧副会長を含め役員の方々がうまく運営していた

だきたいと思います。

　ただ一つ心配なのは会員数が３８名でのスタートだとゆうこと

です。 他のクラブでは４０名から３０名、 あっとゆう間に２０名と

ゆうところもあります。 どうか次年度は会員増強に力を注いで

いただきたいと思います。 次年度も素晴らしい年度になられま

すことを祈念して挨拶と致します。

来賓挨拶　　　 チャールズＷ・ロック大佐
　皆様こんばんは。 今夜は佐世保中央

ロータリークラブの役員交代式にお招き

頂きましてありがとうございます。

　西村さん会長就任おめでとうございま

す。 四元さん１年間お疲れさまでした。

私や歴代司令官を佐世保中央ロータ

リークラブの名誉会員にしていただき有難うございます。 私達

がこの様な席に参加させていただき佐世保地域の一流の人た

ちや専門家たちとネットワークを広げられる素晴らしい事だと思

います。

　４つのテストにあるように好意と友情を深め読けることにより、

ご健勝とご多幸を祈念し挨拶と致します。

会長挨拶　   　四元清安会長
　本日は、拡大補佐・松尾辰二郎様、

米海軍佐世保基地 ・ 司令官 ・チャー

ルズ ・ ロック様にご臨席を賜り誠にあり

がとうございます。

　昨年の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。 納涼例会で浴衣を着たこと。 釜山蓮山ロータリークラ

ブのメンバーと大分日田温泉の鵜飼い見物ができたこと。 社

員招待例会ではロータリー活動の紹介ビデオが作成されたこ

と。 東日本大震災復興支援チャリティーバザーで市民の皆様

のご協力と取材を受けたこと。 ハウステンボス ・デハールでの

忘年家族会では、 大久保副会長 ・浅野副幹事がバンドデ

ビューしたこと。 延寿会では、 皆さんで西村 ・田雑 ・大久保

会員の古希 ・還暦祝いをしたこと、。 釜山蓮山ロータリークラ

ブの公式訪問では会長挨拶を韓国語でしたこと。 北朝鮮問題

で何事もなく無事韓国から帰ってこられたこと。 思いがけず海

上自衛隊 「護衛艦いせ」 で職場訪問例会ができたこと。ＲＹＬＡ

に青少年を登録することができたこと。 コーラス 「コスモス」 と

長崎県佐世保特別支援学校の支援を受けて老人介護施設

「サン」 と 「ケアハウスあかりさき」 の訪問が実施され、 私の

どうしてもしたかった継続事業となりうる企画が実現できたこと。

このように１年間、 数多くの事業を企画実施できましたのも、

会員皆様の行動力と叡智を結集して頂いた賜物です。

　またゲスト卓話者からは、 自分では会得できない貴重な体

験 ・知識を学ぶことができました。 まことに残念ですが、 牛

島会員の藍綬褒章受章を供に祝いました田端会員が急に旅

立たれ、 この場で声が聞けないことは 「喜びと悲しみ」 が錯

綜した複雑な思いがしています。

　一つの事業を成し遂げるにも、 会員各個人のネットワークを

使って、 多くの方を巻き込むことで達成出来ることを学びまし

た。 よく聞くことですが、 ロータリーは多くの友を得ることがで

きる。 豊富な人材を知ることができる。 電話一本でロータリー

の仲間というだけで助けて頂ける。 本当にロータリーとはすば

らしいクラブだと思います。 この佐世保中央ロータリークラブに

入会し、 会長職までさせて頂いて良かったと心より実感してお

ります。 また無事会長職を務められましたのは、 私を支えて

頂いた理事 ・役員、 会員の皆様のお一人お一人のご努力と

ご協力のおかげだと感謝致しております。

　振り返れば、 あっという間の１年間でした。 皆様の助けがな

いと何一つできない 「他力本願の会長でした」。 最後にご出

席の皆様のご健勝とご多幸を祈念して、 御礼のご挨拶に代え

させて頂きます。 １年間有難うございました。

開会の言葉　   大久保厚司副会長
　皆様、 こんばんは。 ２０１２～１３年度

副会長を拝命しておりました大久保で

す。 佐世保中央ロータリークラブの運営

に会長補佐という形でこの 1 年間 ( 正確

には 1 年半 ) 務めて参りました。 内容は

ともあれ、 先日の中央会取り切り戦でもこの３役そろってスコア

は１２０程度とゴルフの練習が全くできないように、ひたすらロー

タリー活動に熱中し、 逆に補佐された１年でした。 そして今思

うことは、 四元会長は静かで安定して気配りのできる心優しい

方で、 前田幹事は緻密に采配して小回りの効く頭の回転の早

い人で、 会務の遂行はスムーズに運営できたのではないかと
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理解致しております。 ロータリーは出会いと活動と議論を交わ

し合いながら会務を遂行して結果を振り返りながら、 互いの人

生の有能な友づくりに繋がる場ではないかと思います。

　

　但ただ、 残念 ・ 無念なことは６月２５日に佐世保中央ロータ

リークラブに無くてはならない重鎮の田端茂先輩が、 突然永

眠されたことです。 我々の心にポッカリと穴があいてしまって

おりますが、 残されたご遺族の方々には佐世保中央ロータリー

クラブ全員が尽力していかなければなりません。 心よりご冥福

をお祈り致します。

　

　この１年、 会員とそのご家族の方には多大なる迷惑をおかけ

したと思いますが， ご協力とご指導ならびに暖かいご支援、

誠にありがとうございました。 感謝につきません。

幹事挨拶　　　 前田眞澄幹事
　皆さんこんばんは。 １年間　幹事を拝

命させていただきました前田です。 先ず

もって、 １年間、 無事本日を迎えること

ができましたのも役員、 理事の方はもと

より、 会員の皆様の多大なるご協力の

賜物と厚く御礼申し上げる次第でございます。 また、 四元会

長はじめ大久保副会長そして浅野副幹事と執行部の方々にも

恵まれ、 幹事職をスムーズに務める事ができましたことも合せ

てお礼申し上げます。

　ここにこうやって立っていると昨年の事を思い出し、 「あ、 あ、

本当に１年間が終わったんだな～」 と実感が湧いてきます。

楽しかった事、 辛かった事、 時間に終われバタバタしたこと。

そして最後の最後に悲しい出来事、 １年間色んなことがあった

なと思います。 幹事はそのクラブのスムーズな運営と活動の記

録、 現状把握とその調整役が責務と考えていました。 それと

もう一つ個人的には幹事はクラブにおけるサービス業と思って

いました。 いかに会員の皆様が楽しく例会を過ごし、ロータリー

関係の諸行事を充実感、 達成感を持って気持ちよく参加して

いただけるかのサポート役だと思っていました。 が、なかなか、

口で言うほど簡単な事でなく、 充分その役割を果たせなかっ

たなとの反省にしか至っておりません。

　来月からは一般会員になるわけですが、 １年間　幹事として

学ばせていただい事や皆さんにお世話になった分をお返しし

ていこうと思っております。 皆さんとともにロータリー活動に係

わって行きたいと思います。 事業や活動に多くの人が多くの

時間係われば係わった分、 その思いは形になり、 そしてそれ

はやがて伝統と成っていくものだと思います。 佐世保中央ロー

タリークラブの今後の発展に微力ながらお役に立てればと思い

ます。 最後に成りますが、 四元会長年度の幹事をさせていた

だいて本当によかったと思います。 １年間ありがとうございまし

た。

出席優秀者表彰　　　　

　山瀧正久　次年度副会長 ・ 前田眞澄 幹事

新会長・副会長･幹事紹介

バッジの交換

鐘の伝達

ＳＡＡ交代

前会長、副会長、幹事への感謝状・記念品贈呈

前会長、副会長、幹事夫人への花束贈呈

役員、理事、地区委員の紹介

会長挨拶　　　 西村浩輝会長
　２０１３－１４年度 ロン D ・ バートンＲＩ

会長によるＲＩのテーマ 「はロータリーを

実践し、 みんなに豊かな人生を」 という

ことです。 国際ロータリー第２７４０地区

の塩澤恒雄ガバナーによる地区方針

は、 ロータリーを実践するということで、

行動するロータリアンを目指して、「思いやり」 「明るさ」 「健康」

ということで、 お医者である塩澤恒雄ガバナーは、 特に健康

ということで　ＰＥＴＳ、 地区協議会でも話をされていました。

佐世保中央ロータリークラブでは、 健康障害による退会者が

多く出てきました。 身につまされる事になっております。 本当

に健康には気を付けてください。

　佐世保中央ロータリークラブのスローガンを “「淡々とロータ

リーを楽しむ」 ありがとうの心で” という事にさせていただきま

した。 やる羽目になった事に対し、 文句を言わずに取り組み、

ただひたすら淡々とやり続けていきたいと思います。 今の自分

で十分だから、 ありとあらゆることをニコニコ笑顔で楽しみなが

らロータリーを過ごすことです。

　田端茂君の思い出ですが、 この１年、 職業奉仕委員会で

一緒に仕事をしました。 海上自衛隊護衛艦ヘリ空母 「いせ」

の職場訪問例会を前に委員会が開かれ、 「くどいくらい会員

に参加してもらうために言わんば」 と田端茂君の言葉で、 委

員会報告に私も古川直記君も駆り出されました。 徹底させた

いとする田端茂君の意志は、 今からも佐世保中央ロータリーク

ラブの中に生き続けていくと思うし、 そうしなければと思ってお

ります。 田端茂君の冥福を祈り、 これからの１年、 皆様の協

力をよろしくお願い申し上げます。

副会長挨拶　　 山瀧正久副会長
　副会長を仰せつかりました山瀧でござ

います。

　２０１０年に会員になって日も浅い私で

すが、 餅を食べた回数が多いと言うこと

で今回の役になったと思っております。 西村会長を補佐して

頑張ってまいりますので、 皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。
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ＳＡＡ：山瀧正久君

次回例会／７月４日１２：３０～

次回献立／季節の幕の内弁当

幹事挨拶　　　 野村和義幹事
　本年度幹事を務めます野村です。 一

年間宜しくお願い申し上げます。 本日

はお忙しい中、 松尾辰二郎拡大補佐を

始め、 チャールズＷ・ ロック大佐、 又メ

ンバーの奥様方に沢山ご出席頂きまし

て誠にありがとうございます。

　

　ＳＡＡ、 親睦活動委員会の皆様にはこの交代式のために、

連日連夜仕事をなげうって準備して頂きました。 心より感謝申

し上げます。 非力ではありますが、 一年間会長を補佐し， 頑

張って参りますので、 皆様方のご協力をどうぞ宜しくお願い申

し上げます。

激励の言葉　　　指山康二パスト会長
　激励の言葉を申し上げます。 ５歳も年

下の私が激励の言葉とゆうことで今ゾット

しています。 ２００４年～２００５年度竹本

会長 ・指山幹事のときの６月に入会して

いただきました。 その年度も退会者が出

て慌てていたところ、 生命保険に入ると

ゆいう条件で入会していただきその時の

健康診断で不整脈が見つかり西村会長は私の恩人だと思って

います。ＰＴＡでも存じていましたので良く知っていたのです

が、 これも御縁だと思います。

　「淡々とロータリーを楽しむ」 ありがとうの心で　素晴らしいま

さに紳士たる西村会長らしいスローガンだと思います。 あまり

長くなると田端に長いとの言葉がかかりそうなのでここで船出に

あたり西村流で御歌を披露して終わりたいと思います。

高砂や　このうらぶねに　ほをあげて　西村丸にほをあげて　野

村幹事といでしおに

波のつくもの　しまかげや　とおく横瀬の船番所　はや　佐世保

の港につきにけり　はや奉仕の理想につきにけり　

　西村会長、 山瀧副会長、 野村幹事、 一年間健康に気を

つけられ頑張って下さい。

閉会の言葉　　 山瀧正久副会長

点鐘

　　　　　　■　　懇　　親　　会　　■

会長挨拶　　 西村浩輝会長
　四元清安直前会長、ノミニー１年　エレクト半年、会長職１年、

２年半の間本当にお疲れ様でした。 直前会長としてあと一年

間もよろしくお願いします。

　交代式　閉会の点鐘を打たせていただきました。 これからあ

りがとうの心で、 例会では開会、 閉会の点鐘を致します。 指

山康二パスト会長、 激励の言葉ありがとうございました。

観世流のお謡見事な台詞回しでした。 私は喜多流です。

ありがとうの心で高砂の一節を謡わせていただきます。

「四海波静かにて　　～　　ロータリーの恵はありがたや」

　これからの懇親会、 田端茂君の冥福を祈りながら楽しい時を

淡々と過ごしたいと思います。

ありがとうございました。

乾杯

祝宴

２０１２～２０１３年度 ＤＶＤ放映

コーラス

手に手つないで

万歳三唱
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