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本日の出席率９７.７８％：会員数４５名・出席４０名・欠席１名・出席規定免除会員（４）４名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ１１名・出席規定免除会員２名

　皆様、 こんばんは。

非選理事会から延べ

１年６ヵ月、 長かった２

０１４～２０１５年度が終

焉し、 ようやくこの日

が訪れました。 会員

の皆様にはご迷惑と

なったこともありました

が、 全て水に流され、 新しい年度に邁進されますことを祈願致

します。 色々お世話になりました。 ありがとうございます。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１８ ： ４５ 開会の言葉 　　　　    浅野　 訓一　 副会長

　　　 点　　　鐘　　　　　　　　　     大久保厚司   会　長

　　　　　来賓紹介　　　　　　　　　     大久保厚司   会  長

　　　　　祝辞　　　　　　　　　　　　     マシューＤ・ オヴィアス大佐   

　         会長挨拶                          大久保厚司　  会  長

           副会長挨拶　　　　　　　　　　浅野　訓一　  副会長                        

　　　　　幹事挨拶　　　　　　　　　　　 本田　　 実　  幹　事

　　　　　出席優秀者表彰　　　　　　　大久保厚司　  会  長

　　　　　新会長 ・ 副会長 ・ 幹事紹介   大久保厚司　  会  長

           バッジの交換

　　　　　鐘の伝達

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ Ａ Ａ 交 代

            前会長 ・ 前副会長 ・ 前幹事への感謝状 ・ 記念品贈呈

　　　　　                                          溝上純一郎　  会  長　　

　　　　　 前会長 ・ 前副会長 ・ 前幹事夫人への花束贈呈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長 ・ 副会長 ・ 幹事夫人

　　　　　 役員 ・ 理事 ・ 地区委員の紹介　溝上純一郎　会　長

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２１日 （火） １２：３０→７月２３日 （木） １８：３０～

　　　　レンブラントホール　創立２０周年記念式典 ・ 祝賀会のため

　　　　

２．来　　信　

・国際ロータリー日本事務局

      ①７月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１２４円

　　　②２０１５年７月人頭分担金などの請求 ・ 支払いについて　

　  ・ガバナー事務所

      ネパール大地震義捐金のお礼状

　  ・ガバナーエレクト事務所

      ①２０１５～２０１６年度地区運営についてのお知らせ

　　　②クラブ奉仕 ・ 会員増強セミナーのご案内

　　　　 日時　７月１９日 （日） １２：３０　開会 ・ 点鐘

　　　　 場所　東彼杵町総合会館文化ホール

　・佐世保東ロータリークラブ

      ２０１５～２０１６年度第３回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内　

　　　日時　７月１６日 （木） １８：３０～

       場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス　　

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹

一年間皆様には大変お世話になりました。 ありがとうございま

本日の合計　　　　   43,000 円

本年度の累計　　  　43,000 円

 　   2014－2015・2015－2016　

    佐世保中央ロータリークラブ
 会長副会長幹事交代式　式次第

した。

２０１５～２０１６年度溝上純一郎会長・池永隆司副会長・

崎山信幸副会長。馬場貴博幹事

会員の皆様、 一年間よろしくお願い致します。

会員一同

大久保厚司会長、 浅野訓一副会長、 本田実幹事一年間お

疲れ様でした。 溝上純一郎会長、 池永隆司副会長、 崎山

信幸副会長、 馬場貴博幹事、 一年間頑張ってください。
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　　　　　 クラブスローガン発表 　　　　　　　 溝上純一郎　会　長

            会長挨拶        　　　　　　　　　　　 溝上純一郎　会  長

　　　　　 副会長挨拶　　　　　　　　　　　　　 池永　隆司　 副会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崎山　信幸　 副会長

　　　　　  幹事挨拶　　　　　　　　　　　　　　　馬場　貴博　 幹  事

 　　　　　 激励の言葉　　　　　　　　　　　　   牟田　　憲市パスト会長

　　　　　　 閉会の言葉                       　　  池永　隆司　 副会長

　　　　　　点　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　溝上純一郎　会  長

　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

１９： ４５ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　 溝上純一郎　会  長 

　　　　　 乾　杯　　　　　　　　　　　　　　　　大久保厚司　直前会長

　　　 祝　宴

　　　 コーラス

　　　 ＤＶＤ

　　　手に手つないで

２１：００ 万歳三唱　　　　　　　　　　　　　　 山瀧正久　会長ノミニー

大久保厚司　会長挨拶

　米海軍佐世保基地司令官 マシューＤ・

オヴィアス大佐のご出席、 さらに佐世保

市長 朝長則男様の心温まる祝辞、 大変

光栄に思います。 ありがとうございました。

奥様方の多数のご出席、 重ねて感謝申

し上げます。

 　２０１４～２０１５年度の第２４代佐世保中央ロータリークラブの

会長を拝命致しまして、浅野副会長、本田幹事をはじめとして、

理事の皆様と会員の皆様の多大なるご尽力を得まして、 紆余

曲折に対し百折不撓の長かった１年が無事に経過致しました。

事業詳細は佐世保中央ロータリークラブのホームページ weekly 

report 欄に記載していますので、 ご興味のあられる方は御閲

覧して頂ければと思います。

　本年度なし得なかったことは、 ２０１５～２０１６年度の溝上丸に

託しまして、 皆様方の佐世保中央ロータリークラブへの更なる

発展に益々のご協力お願い致しまして、 私の挨拶に代えさせ

て頂きます。

浅野訓一　副会長挨拶

　一年間、 メンバーの皆様の温かい御配

慮により何とか乗り切ることができました。

ありがとうございました。

　一番印象に残ったことは、 グアムのロー

タリークラブ訪問事業です。 グアム島一周のドライブも良い思

い出になりました。 また、 大久保会長が偉大に見えたことは、

昨年７月に船出して直ぐの８月、 横瀬港での納涼例会の開催

でした。 この日は、 まともに台風が接近しており、 私は数日前

から当然中止と思っていましたが、 会長の情報収集力と分析と

直感力の結果、 開催が決行され、 結果的に風はやや強いも

のの 「涼しく楽しい納涼会」 になったことです。 ここをうまく乗り

切ったことにより、 後は本田幹事と糸瀬副幹事の的確な実務に

より順風満帆の航海になったと思います。

　私自身、 副会長としては大した働きはできませんでしたが無

事に終わることができ、 只々皆様に感謝するばかりです。 あり

がとうございました。

本田実　幹事挨拶

　米海軍佐世保基地司令官マシューＤ・

オヴィアス大佐、 本日はご出席ありがとう

ございます。

　一年前、 野村前幹事より幹事職を引き継ぎ、 自分がこの仕

事を継続していけるのかと心配でたまりませんでしたが、 無事

一年間、 幹事の仕事を全うすることが出来ました。 これも一年

前の田雑パスト会長の激励の言葉通り、 自分の意思を心に秘

めたまま言わず、 役員、 理事並びに会員の皆さんの言われる

とおり行動することを心掛けたためだと思っております。 ただ、

一つだけ気になったのが、 一年間の行事予定表通りにプログ

ラムを行えなかったことです。

　最後になりますが、 一年間、 いつもにこにこと見守って頂い

た浅野副会長、 幹事の意見にも反対することなく、 進めなさい

と快く言って頂いた大久保会長、 ありがとうございました。

溝上純一郎　新会長挨拶

　佐世保中央ロータリークラブ２０１５～２０１６

年度、 ２５代会長の溝上です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本日は、 皆様お忙しい中、 佐世保中

央ロータリークラブ ２０１４～２０１５ ・ ２０１５

～２０１６年度、 佐世保中央ロータリーク

ラブ会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式に、 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マシューＤ・ オウ゛ィアス大佐並

びに多数の会員の皆様、 ご婦人の皆様のご出席を賜り有難う

ございます。

　２０１４～１５年度大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事、 糸

瀬副幹事、 役員、 理事の皆さん一年間大変ご苦労さまでした。

大久保会長には一年間、 毎週会長挨拶を興味深く拝聴させて

い頂きました。 ロータリー活動に真剣に取り組み、 好きなゴル

フも一年間控えめにして多少ストレスも感じる時もあったようで

す。 それに、 次年度国際青少年交換学生のホストファミリーを

引き受けていただきました。 本当に有難うございます。 これか

ら思う存分、 ゴルフを楽しんでください。 浅野副会長は、 グア

ムのロータリークラブのサンライズロータリークラブとタモンベイ

ロータリークラブの訪問時、 スキューバダイビングに目覚められ

ました。 今後の活躍を期待します。 本田幹事、 大久保丸を見

事に操船し無事、港に入港し着岸されました。お疲れ様でした。
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　私は１９９３年９月、 福井会長、 吉牟田幹事の時、 ２２年前に

佐世保中央ロータリークラブに入会させ頂きました。 現在までク

ラブの皆様には大変お世話になりました。 今まで何度となくクラ

ブ会長の職のお誘いを頂きましたが、 お断りしてきました。 当

時の指名委員長、 指名委員会の皆様、　会員の皆様、 失礼

致しました。 亡き田端茂君の思いと共に佐世保中央ロータリー

クラブの会長職を一年間誠心誠意努めさせていただきます。

皆様よろしくお願い致します。

　さて、 今年度は佐世保中央ロータリークラブ創立２５周年を迎

えます。 １９９０年９月２９日、 チャーターメンバー４０名で創立し

てから、 現在４５名の会員で２５周年を迎えることができます。

この節目の２５周年を、 メンバーの皆様と思い出に残る一年に

なるよう充実した年になればと思います。 ８月には、 フランスか

ら国際青少年交換学生を迎えます。 また、 １０月１５日にはホ

テルオークラＪＲハウステンボスにて、 創立２５周年創立記念式

典が行われます。 姉妹クラブであります釜山蓮山ロータリークラ

ブとの共同事業、 相互訪問、 姉妹クラブ提携調印式等、 盛り

だくさんであります。

　２０１５～２０１６年度国際ロータリー会長は、 スリランカのＫ・Ｒ

ラビンドラン氏です。 テーマは 『世界へのプレゼントになろう

Ｂｅ　ａ　ｇｉｆｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ』 です。 私の思うところ、 世界の

すべてのロータリアンが奉仕の心で、 世の為、 人の為に尽くそ

うと言うことではないかと思います。 国際ロータリー第２７４０地

区、 太田善久ガバナーも地区テーマを 『地域へのプレゼント

になろう』 と表明されました。

　佐世保中央ロータリークラブの今年度のクラブテーマは、 「思

いやりの心　奉仕の心で　友情を実践しよう」 としました。 ２５年

の歴史の区切りの年の会長を担うわけですが、 人生でいえば

成人式を過ぎ脂の乗りきった年代です。 「思いやりの心　奉仕

の心で　友情を実践しましょう。 一年、 ロータリー生活を楽しみ

ます。 よろしくお願いいます。

池永隆司　新副会長挨拶

　皆さん、 こんばんは。 ここ１１年間で、

小委員長を３回、 理事役員を７回させて

頂き、 今回は副会長を仰せつかりました

池永です。 よろしくお願いします。

　

　まずもって、 大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事、 実質

一年半本当にお疲れ様でした。 私も理事としてご一緒させて

頂きましたが、 何も出来ずに大変申し訳ありませんでした。

　今年度は創立２５周年ということで溝上丸が出航します。 温厚

で誰からも愛されている溝上会長の元、 行動力がある馬場幹

事、 二人体制の崎山副会長、 そして若い理事役員がぐいぐい

引っ張っていかれると思いますので安心しておりますが、 私も

入会させて頂いて、 １０周年、 １５周年、 ２０周年と経験させて

頂きましたが、 ほぼお役に立つことがで来ませんでした。 昨年

度の反省も踏まえてお役に立てるよう頑張っていきたいと思いま

すので、 一年間よろしくお願いします。

崎山信幸　新副会長挨拶

　皆さん、 こんばんは。 本年、 副会長を

仰せつかりました崎山でございます。 佐

世保中央ロータリークラブは、 本年２５回

目の誕生日を迎えます。

　また、 池永筆頭副会長の足を引っ張ることなく、 馬場幹事に

心配をかけることなく、 田中副幹事に迷惑をかけないように副

会長の職を全うしてまいります。 メンバーの皆様のご指導、 奥

様方のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 佐世

保中央ロータリークラブの名を汚すことなく頑張ってまいりますこ

とをお誓い申し上げて、 挨拶にかえさせて頂きます。 一年間よ

ろしくお願い致します。

馬場貴博　新幹事挨拶

　本日はご公務のお忙しい中、 当クラブ

の名誉会員でもあられます米国海軍佐世

保基地司令官 マシューＤ・ オヴィアス大

佐様をはじめ会員の皆様、 また、 日頃

より会員の皆様を支えて頂いている奥様

方にご出席頂き、 ありがとうございます。 そして、 本日まで準

備をして頂きました親睦活動委員会の皆様、 ありがとうございま

した。

　大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事、 一年間お疲れ様で

した。 井上パスト会長より 「馬場君ロータリーにＮＯは無かとば

い。 いい加減にハイと言わんば」 と山県町のスナックの片隅で

言われました。 多分、 横には牛島パスト会長もいらしたように

思います。

　幹事とは？色々と考えましたが、 所詮自分はこの程度の人間

ですので、 身の丈以上のことはできません。 ただ、 性格上中

途半端は嫌いです。 溝上会長を最大限サポートし、 本田直前

幹事に教えて頂きながら、 一年間を終えることができればと思っ

ています。

　本年は８月にフランスより女の子の国際青少年交換学生が参

ります。 そして、 １０月には創立２５周年の記念式典もございま

す。 来年４月には釜山蓮山ロータリークラブへの訪問もありま

す。 目白押しの事業で皆様には大変ご苦労をお掛けすると思

いますが、 どうぞよろしくお願い致します。

　本年度は溝上会長、 池永副会長、 崎山副会長、 そしてここ

にはおりませんが、 田中副幹事の５名で頑張ります。 どうぞ最

後までご協力賜りますようお願い申し上げます。
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ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／７月２日１２：３０～

激励の言葉　牟田憲市パスト会長　

　大久保会長、 一年間色々ご苦労もあっ

たでしょうが、 無事に今日を迎えられた

事、 本当にお疲れ様でした。 そして、

浅野副会長、 本田幹事、 会長及びクラ

ブの運営に頑張って頂き、 ありがとうござ

いました。 一年間お疲れ様でした。

　そして、 次年度会長溝上君は私が入会時の推薦会員です。

溝上君覚えていますか。 溝上君はこれから新しく船出をされま

すが、 今年はクラブの創立２５周年という節目の年です。 色々

大変でしょうが、思う存分頑張って頂きたいと思います。 そして、

それを支える副会長の池永君、崎山君、よろしくお願いします。

そして、 幹事の馬場君にはクラブ運営の責任者は幹事だという

こと。 クラブの顔は会長ですが、 クラブ運営は幹事がすべて仕

切るということを理解をして頂き、 頑張ってください。 馬場君は

優秀で経験も豊富なので安心しています。

　そして、 最後に大久保会長はじめ理事、 役員の皆様お疲れ

様でした。 これから船出をされる溝上会長そして理事、 役員の

皆様、 頑張ってください。

乾杯　山瀧正久　会長ノミニー

　大久保会長、浅野副会長、 本田幹事、

一年間お疲れ様でした。 本日、 ご出席

の皆様のご多幸と佐世保中央ロータリー

クラブの発展を祈念致しまして万歳三唱

を致します。
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