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本日の出席率８０.０％：会員数４４名・出席４１名・欠席２名・出席規定免除会員（１）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１２名・出席規定免除会員（１）０名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんにちは。いよいよ最後の

例会になりました。今日は短縮例会に

なっています。詳しい話は会長幹事

交代式で話したいと思います。１年間

有難うございました。

Report

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２４日（火）→７月２３日（月）１８：３０～

　 　レストラン船デハール　創立１７周年記念例会の為

　　

２．来　　信

　・ガバナーエレクト事務所

　　「ロータリー世界平和フォーラム広島」ご支援のお願い

　・２０１２～１３年度第６Ｇガバナー補佐 山口 二郎様 

ガバナー補佐訪問日程について

　・佐世保西ロータリークラブ

　　佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会決算の件

佐世保南ロータリークラブ 宇土 義継様

　田代会長、一年間お疲れさまでした。貴クラブの益々の

ご発展を祈念しまして、ニコニコします。

元会員 岡 則幸様

　次年度も宜しくお願いいたします。

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　会員の皆様一年間本当にありがとうございました。

次年度四元 清安会長・大久保 厚司副会長・前田 眞澄幹事

　本日は新旧会長・幹事交代式にご出席頂きましてありがと

うございます。一年間宜しくお願いいたします。

牛島 義亮クラブ奉仕委員長

　田代会長、富永副会長、八重野幹事一年間ご苦労さまでし

た。又四元新会長頑張ってください。

ＳＡＡ委員会

　一年間皆様のおかげで無事、会を進行出来ました。三役の

皆様を始め、会員の皆様のご協力に感謝いたしまうｓ。

親睦活動委員会

　新旧会長・副会長・幹事の交代式おめでとうございます。

出席・会報委員会

　会員の皆様一年間例会出席ありがとうございました。ご協

職業奉仕委員会

　田代会長、富永副会長、八重野幹事一年間お疲れさまでし

た。そして四元会長、大久保副会長、前田寛治一年間頑張っ

てください。

社会奉仕委員会

　会長・副会長・幹事交代式の盛会をお祝いいたします。

国際奉仕委員会

　本年度田代丸の帰港を祝してニコニコします。

　　　　　　　　　　　　2011-2012・2012-2013

　　　　　　　　《　会 長・幹 事 交 代 式 　》

開会の言葉　   富永博美副会長

点　　　鐘　　 田代博之会長

来賓紹介　　 　田代博之会長

来賓挨拶　　　 チャールズＷ・ロック大佐

　本日の交代式にお招きいただきまして、誠にあ

りがとうございます。さて、交代式と言いますと、

私が 3 年前にワシントン DC でオバマ大統領の大

統領就任式に出席した時のことを思い出します。

田代会長 1 年間お疲れ様でした。昨年創立記念

式で弓張の丘ホテルに参加した時のことを思い

出します。田代会長の素晴らしい統率力と、英語、
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韓国語、日本語が入り混じった大変印象深い行

事でした。

　新年度の四元会長、おめでとうございます。

佐世保中央ロータリークラブの伝統を引き継が

れ、更なる発展を祈念するとともに、パートナー

としての私もできる限りのサポートをさせてい

ただきたいと思います。

　さて、皆様ご承知の通り、私は昨年７月に着

任以来、米海軍基地と地元との絆をさらに深め

る活動をしてまいりました。例えば、朝長市長

と私は、日米交流の祭りを復活させたいと思っ

ています。また、四ケ町でのイベントや、基地

開放の日などを計画しています。昨年 1 年を振

り返ると、西海市との消防協定やボランティア

活動、風紀強化、節電対策等、日本とのパートナー

シップを強化してまいりました。

　最後に、私個人に対して、そして、米海軍に

対して、いつもありがとうございます。これか

らも、このような良い関係を継続されることを

願っています。

来賓挨拶　　　 野田三地之拡大補佐

　本日は、ロータリーの年間行事の中でも最も

意義深い、会長幹事交代式にお招きいただきあ

りがとうございます。日頃は、クラブ運営の大

変厳しい中、あまりお役に立てず心苦しく思っ

ております。しかし、このような厳しい中にお

いても、内容の濃い事業を成功されている様子

を窺いますと、クラブ創設に微力ながら携わっ

た者として、大変うれしく思っています。ロー

タリークラブは、１年間１年間を奉仕活動に全

力投球するというシステムになっています、新

たな１年をまた、全力投球されることを祈念い

たします。

田代 博之会長 挨拶
　皆さんあらためまして今晩は。米海軍佐世保基地司

令官チャールズ・ロック大佐、野田三地之特別代表ご

夫妻、松尾辰二郎拡大補佐ご夫妻のご臨席をいただき

こころより歓迎申し上げます。

　いよいよ最後の会長挨拶になってしまいました。

ちょっと寂しいです。今まで私の話を一年間きいてい

ただいたことに心より感謝申し上げます。

　６月２３日、２４日、２５日とロータリー会長とし

て最後の仕事、ＩＭのお礼に竹本さん、よさこいのメン

バーと一緒に東日本大震災支援キャラバンに東北に

行ってまいりました。仙台空港を降りて少し走るとそ

こは一面の原野、前はたんぼだったところが海水が入っ

たために田植えが出来ないそうです。仙台に行く途中の名

取市に小高い丘がありそこに慰霊碑がありました。そこの

周りの町が無くなっていました。建物の土台が残っている

だけです。南三陸町に行きＩＭでパネラーをしていただい

た島津さん、伊藤さんに会ってきました。その後伊東さん

と気仙沼に行き伊藤さんの流された自宅のモニュメントも

見てきました。復興計画が出来ていないせいか建物がない

街になっていました。ＩＭのお礼を言ってきましたが、もう

一度我々は何を出来るか考えないといけないと思います。

皆さんにお配りした昆布の船は未だに陸の上に残されたま

まです。

　さて話を変えさせていただきます。先週の最後の通常例

会の時にも話しましたが、例会が始まる前、私が１１時２０

分に会場に行くと八重野幹事が幹事席に一人座っていまし

た。私も会長席について３０分間誰もいないこの会場で二

人きり、なにを話すともなく会長幹事席に座っていました。

不思議な感じでした。

　この１年間いろんな事業を行いましたが、メイン事業は、

先ほどのＩＭと１０００回記念例会。ＩＭは多くの人に良

かったねと言っていただきました。それと２１年目にして

初めてできるのが１０００回例会です。感動と、記憶に残

る例会、懇親会が出来たのではないかと思います。これも

委員会の皆様はじめ、全メンバーのお蔭と感謝しています。

大きな花が咲いたのではないかと思います。種は蒔いたけ

ど、芽が出なかった委員会もありました。しかし必ず来年、

再来年には花が咲くのではないかと思います。それぞれの

委員会活動、事業、それぞれの花が咲いたのではないかと

思います。

　今年、私は成功の法則を毎回例会の時に話してきました。

一番最初から決めていたことがあります。それは会長幹事

交代式で話す成功のことば

成功の法則その４７

念ずれば花ひらく

１年間本当にありがとうございました。

富永博美副会長挨拶

　この 1 年間、田代丸を支えていただきまして、ありがと

うございました。

田代丸に乗っていて、なぜこんなに船が揺れるのかなぁと

思って、まわりを見渡してみても、波はあまりない。私は

船べりに掴まっているだけでした。昨年は SAA 長、今年は

副会長と、なかなか私語ができない立場でしたが、来月か

らはゆっくりお喋りができることを嬉しく思っています。

八重野一洋幹事挨拶

　皆さんこんばんわ。年間お世話になりました、ありがと

うございます。

　先程田代会長の挨拶の通り、先週の通常例会最終回に

は１１時に会場入りし、その後田代会長がお見えになりま

した。しかし、３０分間全く無言で会話がなかったという

のは少し違いますので補則訂正をさせて頂きます。男二人

が無言で３０分は気持ちが悪いと思います（苦笑）

　さて、この１年間、クラブ、会長をサポートする役とし

て務めさせて頂きましたが、序盤より失敗が続き叱咤激励

を頂きました。まさかこの歳で「叱られる」とは夢にも思
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いませんでしたが、３０歳代で学んだ「生涯学習」とはこ

う言うものだと心から実感しました。

　これまでご指導頂いた諸先輩方へ心より感謝申し上げま

す。1年間本当にありがとうございました。

出席優秀者表彰　　　　長富 寿人君・西村 浩輝君

新会長・副会長・幹事紹介

バッジ交換

鐘の伝達

ＳＡＡ交代

２０１１－２０１２ ＤＶＤ放映

前会長・幹事への感謝状・記念品贈呈

役員・理事・地区委員の紹介

クラブスローガン発表

四元清安会長挨拶

　田代会長・富永副会長・八重野幹事・役員理事・会

員の皆様・一年間御苦労さまでした。また、当クラブ

の名誉会員であります、米海軍佐世保基地 司令官

チャールズＷ・ロック大佐、特別代表野田三地之様ご

夫妻、　拡大補佐松尾辰二郎様ご夫妻 御来訪　誠に有

難うございます。

　佐世保中央ロータリークラブ第二十二代会長を拝命

いたしました四元です。

　昨年の十一月の年次総会の場で、田雑指名委員長よ

り、次年度会長に指名されてから、「あっとゆうま」の

半年間でありました。

　この場に立っても会長という大役を引受けたことに、

本当に良かったのか、佐世保中央ロータリークラブの

発展のために何ができるのかといまだに悩んでおりま

す。しかし、引受けた以上、誠心誠意・全力で努める

覚悟でありますので、宜しくお願い申し上げます。

　今期のクラブスローガンに「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」を揚げさせ

ていただきました。ここにいらっしゃる奉仕の理想を

目的とする仲間へ感謝し、また、多くの方々により深

く奉仕の精神の良さを伝え、集うその仲間の輪が、少

しづつ大きく広がるように、会員の皆様の心と力を結

集し、他のクラブに負けない、愛情あるクラブづくり

を目指したいと思います。

　諸先輩方が長年にわたって努力され、築づかれた「佐

世保中央ロータリークラブ」の伝統を守り、また、私

自身が、もう一度初心に立ち返り、よりよいロータリー

クラブにするために努力していく所存であります。

　２０１２年・１３年度国際ロータリー田中作治会長

の言葉をご披露いたします。 「奉仕を通じて，私たちは、

違いに対して寛容になり、周囲の人に対して感謝の気

持ちを抱くようになります。感謝の気持ちを持てば、

もっと相手を理解でき、あらゆる人の中に善を見出せ

るようになります。」私も皆様に、「感謝」の気持ちを

忘れずに、また皆様の、ご協力をお願い申しあげまして、

御挨拶と致します。一年間宜しくお願い致します。

大久保厚司副会長挨拶

　四元会長はクラブスローガンが示したとおり、円滑

な会務と会員同士に和に重きをおき、さらに楽しく、

和気あいあいとした佐世保中央ロータリクラブの熟成

を目指しております。

　前田幹事は気配りと几帳面というまめな性格で会務

遂行に一生懸命でございます。時々、混迷することも

ありますが，そこはご愛敬で・・・．　私は会長幹事

の会務遂行の見届け役として努力していきたいと思い

ます。

前田眞澄幹事挨拶

　次年度２０１２－２０１３年度幹事を拝命いたしました

前田でございます。先ずもって、本年度　田代会長・富永

副会長・八重野幹事被選期間を含めますと１年と８ヶ月大

変お疲れ様でございました。田代会長におかれましては、

直前会長として我々への指南役のお役目が残っております

ので、いやでしょうが、もう１年おつきあいの程　よろし

くお願いいたします。

　当クラブに大変深く関係がございますご来賓の３組の

方々、並びに我々６名を除きまして、会員３６名、さらに

は奥様方２０名のご出席を頂き、厳粛な中にも暖かい、和

気藹々とした雰囲気の中で、こうして会長幹事交代式をお

行なわさせていただきました事を高い所からでは有ります

が、厚く　感謝申し上げます。ありがとうございました。

　いよいよ後３日後には次年度が始るわけですが、私が幹

事でございますと大きく胸を張って言えるほどの知識もま

してや経験というものは幹事としてのスキルから見れば現

時点においても全く不足しているのが、現状と思っており

ます。まずは、私の前には既に２１名の幹事経験者がおら

れる訳ですから、その方たちへのご相談、あるいはアドバ

イスをいただきながら、私なりの幹事像というものを最後

は作らさせていただければありがたいかなと思っております。

　皆様　ご周知のことではございますが、ロータリーは単

年度制でございます。泣いても笑っても 1 年限りで、又　

新たな体制に移っていくわけですので、よほどのことがな

い限りもう 1 回という訳には参りません。四元会長におか

れましては、悔いの無い会長職を全うしていただきたいと

思っています。四元会長の思いや構想を大久保副会長・浅

野副幹事のご協力をいただきながら、会員の皆様にお伝え

し、ご理解を得ながら　会長の思いを具現化し実行してい

くのが幹事の大きな役目の１つと考えている所でございます。

　会員の皆様そして奥様方には都度　〃、ご迷惑、お願い

等させていただくことも有るかとは思いますが、最後は皆

様から「よっちゃんの為なら　しかた無かね。」　「きいちゃ

んに　協力するよ」のそのお言葉を頂く為に１年間ガンバ

ラさせて頂きます。どうかよろしくお願いいたします。
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激励の言葉　　牛島義亮パスト会長
　（英語での流暢な挨拶の後…）四元会長は、入会以来
２０年間に数々の役職を経験されました。理事歴１０
回、韓国訪問にはほとんど参加されています。先輩後
輩からも親しまれていますし、ロータリーは義理人情
の関係が働きますので、そういう意味では安泰かなぁ
と思いますが、なかなか簡単にはいかないでしょう。
会長・幹事共に人の意見を聞き過ぎますので、理事会
が長引いたり、事業費が予算オーバーしたりすること
が懸念されます。しかし長い経験があられますので、
自信を持ってクラブを牽引してください。絶対大丈夫
です。私と井上さんも余計な口を出しません。あなた
方お二人の陰の貢献者となる奥様と同じように見守っ
ています。ご意見番の大久保副会長もおられます。本
当に頑張ってください。

閉会の言葉

点鐘

　　　　　　　　懇親会

会長挨拶

乾杯　　松尾辰二郎拡大補佐

　私自身２１回目の乾杯ではないかと思います、100%
出席だと思います。佐世保中央ロータリークラブの会
長・幹事交代式は雰囲気が良く好きです。旧役員の皆
様 1 年間大変な経験をされたことと思います。お疲れ
様でした。また、四元会長、前田幹事におかれましては、
中央ロータリークラブの歴史と伝統の中で、自分の思
いを実現しながら 1年間を支えてください。

祝宴

手にてつないで

万歳三唱
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