
会員一同

西村浩輝会長、 山瀧正久副会長、 野村和義幹事、 一年間

大変お疲れさまでした。 そして、 大久保厚司会長、 浅野訓

一副会長、 本田実幹事　一年間よろしくお願い致します。

第1121回　平成26年6月26日号

本日の出席率９７.７％：会員数４４名・出席４０名・欠席１名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１３名・出席規定免除会員（３）２名

皆さんこんばんは。 いよいよ最後

の例会です。 会長 ・ 副会長、 幹

事交代式を迎えました。 「淡々と

ロータリーを楽しむ」 ありがとうの心

で　と言って、 感謝の気持ちを会

員全員の方に申し上げてこの一年

を過ごすことができました。 本当に

楽しいロータリーライフを感じなが

ら今日まで来れたことに感謝申し上げます。 会員の皆様に重ね

重ねお礼申し上げます。

ありがとうございました。

１．例会変更

　  ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　７月２２日 （火） １２：３０→７月２３日 （水） １８：３０　

　　　ホテルヨーロッパ レンブラントホール

　　　創立１９周年記念例会のため

　　　　　　　　 　　　 　　 　  
２．来　　信         

   ・国際ロータリー

    ザ ・ ロータリアン　２０１４年７月号

　・ＲＩ日本事務局経理室

    ７月のロータリーレートのお知らせ

　　　１ドル＝１０２円 （６月 １０２円）

 　・ガバナー事務所

　　①Ｒ財団年次寄付のお礼

　　　②坂井智照地区社会奉仕委員長へ 「ガバナー月信１３号」

　　　　 への執筆のお願い

　・２０１４～１５年度宮﨑清彰ガバナー

　　新年度のご挨拶状

　・（公財）佐世保地域文化事業団

　　アルカス SASEBO 情報誌 「コンパス夏号」 の送付　　

 　佐世保中央ロータリークラブ
 会長・副会長・幹事交代式 

松尾辰二郎拡大補佐 来賓挨拶

　２３回目の交代式だと思いますが、 私は６月、 ７月はこれま

で中央病院に一度も入院したことがないので、 ２３回満会では

ないかと思っています。 今日の交代式は、 西村会長、 山瀧

副会長、 野村幹事のご苦労様でしたと労わる会であり、 次期

大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事は次年度しっかり頑張

るようにと激励する会だと思います。 西村丸の航海の終わりを

一緒に祝って頂きたいと同時に、 大久保丸の進水をしっかり

見守って頂きたい。

　西村会長とは、 この会の中では一番古い友人だと思いま

す。 四十数年前にお会いしまして、 一見紳士風であり、 冷

静で沈着で、 私が何度か事故を起こしましたが、 本当に上

手く処理をして頂きました。１年間、西村会長ご苦労様でした。

今まで見えなかったのが、 会長になったら沢山見えてくること

があります。 これからの佐世保中央ＲＣの為にも頑張ってくだ

さい。

　山瀧副会長は、 彼が新入会員で入ったときに親睦

会が一緒でございまして、 その時にご紹介を受け、

私の娘が西海町に嫁いでおりまして、 そんな話をした記

憶があります。 山瀧さんは、 貫禄と威厳があり、 偉い官

僚という感じがします。 多分、 厳しい反面優しいところがあら

れるのではないかと思います。 １年間会長を支えて頂き本当

にありがとうございました。
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　野村幹事は、 私の正に仲間でございます。 一緒に色んなこ

とをやってきました。 少々ぶつぶつ文句を言いますが、 何を

やらせてもピシャリとやってくれる、 間違いなくやってくれる人

間です。 １年間幹事として、 会長を支えてきたのだなと思いま

す。 我がクラブ小西君が言っておりました。 ロータリーを知る

には幹事をやるのが一番だと、 まさにそのとおりで、 野村君

はこの１年間で色んなことを学んだと思います。 それを佐世保

中央ＲＣの為に使って頂ければと思います。

　大久保次期会長とは歳が離れいてＪＣでは交流はございませ

んでした。 話をしたのは今度が初めてですが、 実行力のある

人、 佐世保中央ＲＣを引っ張って行く力のある人だと期待をし

ております。

　浅野次期副会長は私にとってはサプライズです。 三十年来

の付き合いでして、緻密で、正直で、朝長事務所の会計をガッ

チリとした方です。 初めて会ったときと、 今の彼は全然変わら

ないので、 歳をとったと思っていないので、 何故浅野君が副

会長をと思いましたが、 彼も五十数歳となっておりました。 副

会長は管理職で、 会長がいない時に補佐するのが役目です。

大久保会長、 半期に１回くらいは例会を休んで、 浅野君に会

長の話をさせてやって下さい。

　本田次期幹事はＪＣの後輩ですが、 よく知りませんが明るくて

良いのではないでしょうか。 その明るさをもって、 佐世保中央

ＲＣの幹事としてまとめていって頂ければと思います。 ３人の

活躍を期待しておりますし、 それを支える理事 ・役員の方、

どうかよろしくお願い申し上げると共に、 会員全員で佐世保中

央ＲＣの２４年目をいい年にして頂きたい。

　一つだけ残念なことがありまして、 佐世保中央ＲＣは次年度

は４５名のスタートだそうですが、 佐世保北ＲＣは４３名です。

２３年間、 会員数が一緒になったことは何度かありますが、 負

けたのは初めてで非常に残念です。 何処のクラブもそうです

が、 いっきに会員数が減った為に、 格差ができて、 人事面

で苦労をしています。 そういう意味で、 会員増強は毎年やっ

て行かなければなりません。 また競争で頑張りましょう。

本日は本当におめでとうございます。

チャールズＷ・ロック大佐 来賓挨拶

　今晩は、 今夜は役員交代式にお招き頂きありがとうございま

す。 大久保さん、 会長就任おめでとうございます。 西村さん

１年間お疲れ様でした。 私や歴代の司令官を佐世保中央ＲＣ

の名誉会員にさせて頂きありがとうございます。 私たちはこの

ような行事に参加することは、 佐世保の地域の一流のリーダー

や専門家にお会いして、 ネットワークを広げることができる素

晴らしい機会だと考えております。 ロータリーの四つのテストに

記されているように、 私達が好意と友情を深め続けることによっ

て、 佐世保のみんなの為になるよう取り組んで頂けたらと思い

ます。 またアメリカ海軍の兵隊や家族を温かく受け入れて下さ

りありがとうございます。佐世保は私達にとって特別な場所です。

　さて、 ７月５日にアメリカ独立記念のお祝いを開催しますの

で、 皆様どうぞお越し下さい。 午後１時から開放いたします。

食べ物、 音楽、 ゲーム、 パレード、 花火など、 皆様に楽し

んで頂ける企画ばかりです。 最後に佐世保中央ＲＣの皆様の

ご健勝とご多幸をお祈りいたします。 ここ日本で同盟の為に働

けたことを光栄に思います。 皆様のもとを離れるのは大変辛い

です。 ありがとうございました。

西村浩輝 会長挨拶

　皆さんごきげんよう。 本日は松尾辰二郎拡大補佐、 米海

軍佐世保基地司令官チャールズ ・Ｗロック大佐、 キャシー令

夫人、 会長、 副会長、 幹事交代式にご臨席を賜りありがとう

ございます。 ロック大佐におかれましては、 この７月にペンタ

ゴンへご栄転、 おめでとうございます。 会員皆様そして奥様

方と多くの出席を賜り、ありがとうございます。「淡々とロータリー

を楽しむ」 ありがとうの心で　とのクラブスローガンでこの一年

を楽しませていただきまして、 誠にありがとうございました。 過

ぎてしまえば早いものです。 このありがとうの言葉だけでこの

一年を過ごすことができました。

　ただ淡々とニコニコと全部受け入れて生きていくこと。 自分

の力で自分の人生を全部組み立てようというのではなく、 あり

とあらゆることが全部自分以外の人たちの力によって成り立っ

ていることを再確認できたこの一年だったと思います。 ノミ

ニー、 エレクト、 会長とこれまで２年と半年ありがとうございま

した。 直前会長としてあと一年長いと今は思っておりますが、

こぴっと頑張ります。 大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事

の航海にご一緒させていただきます。 よろしくお願い申し上げ

ます。 ご出席いただきました皆様のご健勝とご多幸を祈念し、

感謝を申し上げます。 ありがとうございました。

山瀧正久 副会長挨拶

　私は、 副会長というのは会長が万が一急用ができたとか、

疲れた時とか、 そういう時にきちっと補佐するのが、 副の役目

だと思いそう認識しておりました。 西村会長が健康に留意され

て、満勤をしたということは、非常に素晴らしかったと思います。

そういった意味で、 一度も表に出て挨拶をする機会というのは

ありませんでしたが、 万が一ということを考えながら、 例会に

出席したという緊張感は非常に持っていたつもりです。そういっ

た意味では、 西村会長が卓話の中で話されますが、 健康と

いうのは非常にありがたいと思います。 ロータリー活動の中で

印象に残っているのが、 私が歳をとってから入会したものです

から、 皆さんに気を使って頂いて、 色んな役をさせて頂きまし

たけれども、 役をしながら覚えていくことが大事だと思います

し、 いい経験をさせて頂いたと思います。 そしてまた、

ロック大佐は横瀬のファンでございまして、 船番所に気軽にき

て頂きました。 この前は地域の人たちと送別会をさせて頂きま

した。 これもロータリークラブが取り持つご縁であったと感謝し

ております。

　次年度も大久保会長のもとで、 理事をさせて頂きますが、

皆さんと賑やかにワーワー言いながら、 そしてロータリーの例

会に出席して良かったなというものを作っていきたいと思います

ので、 今後とも皆様のご協力をお願いすると同時に、 １年間

ご支援、 励ましを頂いて感謝しております。
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野村和義 幹事挨拶

　本日は松尾拡大補佐並びに、 ロック大佐は忙しい中ご出席

頂きましてありがとうございました。 １年間、 幹事は何をしたら

よいのか解らないまま、 色々皆様にご迷惑をかけながらやっ

てまいりましたが、 今この場に立ってみて一つ言えることがあり

ます。 一番健康に注意しなければならない。 健康のありがた

さを考えさせられた１年でもありました。 途中、入院したりとか、

色んな迷惑をかけたことを反省しています。 どうか次年度の幹

事さんは、 くれぐれも健康には注意して１年間まっとうされて頂

きたいと思います。 個人的にロック大佐には、 米軍のパスを

発行して頂き、 子供たち、 従業員が大変喜んでいましてあり

がとうございます。 最後に私をサポートしてくれました馬場副

幹事、 本日は親睦活動委員長で頑張っていますが、 本当に

ご協力頂きました。 感謝を申し上げて幹事の挨拶とさせて頂き

ます。

大久保厚司 新会長挨拶

　ロータリーは自分の職業に価値観を見いだすため、 高い倫

理基準を保ち高潔なものとする意義を基礎として社会に対して

奉仕の理念を奨励、 実践し、 目的を同じものとする仲間を育

てて集い， この奉仕の理念で結ばれた職業人が、 世界的ネッ

トワークを通じて、 国際理解、 親善、 平和を推進する団体で、

前年度の西村会長、 山瀧副会長、 野村幹事が推進されてき

ました。

　佐世保中央ロータリークラブは RI の目的を遂行する為に，

クラブは親睦に重点を置き、 仲間を増やして奉仕の理念を伝

えていく必要があります。 その為にはこの一年間、 この三役

はクラブの仲介人として親睦と会員拡大に努めていく所存で

す。 親睦に重きを置きすぎて失敗も多々あると思いますが、

その点につきましては奥様方のご理解とご愛顧の程、 また、

会員の皆様の暖かいご支援とご鞭撻を頂ければと思います。

この一年間、 宜しくお願い致します。

浅野訓一 新副会長挨拶

　私は、 ちょうど６年前のこの交代式に参加させていただきま

した。 ７月入会ですが、１週間早く当時の会長のご配慮により、

交代式の雰囲気を共有することができました。 その時の印象

は、 メンバー全員が明るくカッコいいな・ ・ ・ ということでした。

　そもそも、 もしロータリークラブに入会するというチャンスがあ

るのなら「佐世保中央ロータリークラブ」と決めていましたので、

夢のような一晩だったことを覚えています。

　これからの 1 年間、 大久保会長の体調管理に気を遣いなが

ら役目を果たしていきたいと思います。 あまり頼りにならない副

会長ですが、 1 年間どうぞよろしくお願いいたします。

本田実 新幹事挨拶

　２０１４～２０１５年度幹事をいたします、 本田です。 先ずは、

西村会長、 山瀧副会長、 野村幹事１年間お疲れさまでした。

西村会長におかれましては、 後１年間、 直前会長として次年

度の例会、 理事会、 各々の企画のアドバイザーとしてお世話

になります。 本日は　御来賓の拡大補佐松尾辰二郎様、 佐

世保米海軍司令官チャールズ・Ｗ・ロック様ご夫人のキャシー・

ロック様、 会員、 並びにご夫人の方々に交代式に出席して頂

きお礼申し上げます。

　私たち３人は佐世保中央ロータリークラブに入会して９年目、

８年目、 ７年目とまだまだ経験が浅く、 次年度の役員、 理事

の方々はもちろん諸先輩方々の助言ならびに指導を頂かなけ

れば成りません。 言葉足らず、 行動足らずなことが多くあると

思いますが１年間よろしくお願い致します。

田雑豪裕パスト会長 激励の言葉

　新親睦活動委員長の馬場君に、 先般ご案内を頂きまして、

大久保新会長が入会された時の紹介会員でもあるし、 竹馬の

友だということで、 激励の言葉をということでした。 佐世保中

央ＲＣの先輩方から２８年組は変わり者が多いねと言われま

す。 変わり者ではありません、 個性が強いだけです。 そうい

うことを考えながら大久保君をみていただきたいと思います。

アドバイスとして２点あります。 大久保君、 仕事は一生懸命さ

れます。 色んな賞を取ったり努力されます。 ゴルフにしても、

毎週誘われて、 朝早くから誘われたり、 熱心にされています。

しかしロータリーについては、 あまり、 どうかなというところで、

副会長の浅野君、皆さんご存知のとおりそつなくこなされます。

　それと幹事の本田君、 最初はどうかなと思っていましたが、

どんどん実力を発揮されております。 クラブ奉仕委員長が、

井上パスト会長です。そして多くの理事・役員の方がいらっしゃ

いますから、 自分の意思をあまり言わずに、 皆さんの言われ

ているとおりにやることを心がけて頂きたい。あと１点、酔っ払っ

ているときは、言動、行動に注意してください。 その２点を守っ

て頂ければ滞りなく１年間過ぎられると思います。

　一番肝心なのは、 ここにおられる会員の方々と、 奥様の方々

のご支援、 ご協力がなければ中々うまくいかないと思います。

そういった面で、 ご支援、 ご協力を重ねてお願い申し上げ激

励の言葉とします。



ＳＡＡ：平岩」義明君

次回例会／７月　３日１２：３０～

次回献立／ハンバーグ、ポタージュ、サラダ、フルーツ
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本日の合計　　　　    30,000 円

本年度の累計　　　   30,000 円
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