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本日の出席率９２.５％：会員数４１名・出席３１名・欠席３名・出席規定免除会員（７）６名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.５％：出席２５名・メークアップ１０名・出席規定免除会員４名

　いよいよ、 今年度最後

の会長挨拶です。 今年

度４６回目の例会です。

今年、 ２５周年事業を初

め数々の事業をさせてい

ただきました。 これも会

員の皆様の協力の賜物

です。 有難うございまし

た。 次年度、山瀧正久会長、岩政孝副会長、岡光正幹事にエー

ルを送りたいと思います。

１．例会変更
　　 有田ロータリークラブ
      ７月１５日（金）→7 月23日（土）１９：００～

場所 ：平戸サムソンホテル　＊新旧役員交代式の為

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局
　２０１６年７月のロータリーレートのお知らせ

　１ドル＝１０２円 （６月　１１０円）

・ガバナー事務所
　事務所閉鎖のお知らせ

・ガバナーエレクト事務所
　米山奨学生研修旅行行程表の送付

・（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　

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　   太田　博道様

国際青少年交換学生　　　　　　フロッカロ ・ マリーンさん                              

本日の合計　　　　    57,000 円

本年度の累計　　　   57,000 円

2015 ～ 2016
2016 ～ 2017  佐世保中央ロータリークラブ

１８ ： ４５ 開会の言葉 　　　　    池永　 隆司　 副会長

　　　 点　　　鐘　　　　　　　　　     溝上純一郎   会　長

　　　　　来賓紹介　　　　　　　　　     溝上純一郎   会  長

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

　         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

　　　　　出席優秀者表彰　　　　　　  溝上純一郎　 会  長

　　　　　新会長 ・ 副会長 ・ 幹事紹介  溝上純一郎    会  長

           バッジの交換

　　　　　鐘の伝達

  会長・副会長・幹事交代式 式次第

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

佐世保中央ロータリークラブの皆様、 一年間大変お世話に

なりました。 感謝申し上げます。 また、 新年度会長 山瀧正

久君、 副会長 岩政孝君、 幹事 岡光正君の素晴らしい船出

となりますよう、 御祈念申し上げニコニコ致します。

池永 隆司副会長

先日の中央会のゴルフで取り切り戦のトロフィーを頂いたので

ニコニコします。

福田 英彦君

一年間大変お世話になりました。 一年分のニコニコとしては

十分ではありませんが、 次年度もよろしくお願いします。 今

回が本年度２回目のニコニコです。 明日から二週間、 アメリ

カに行って来ます。

会員一同

溝上純一郎会長、 池永隆司副会長、 崎山信幸副会長、 馬

場貴博幹事一年間お疲れ様でした。 山瀧正久会長、 岩政

孝副会長、 岡光正幹事、 一年間頑張ってください。
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今右衛門古陶磁美術館

今泉今右衛門先生卓話

今右衛門陳列場

２５周年記念式典

溝上 純一郎会長挨拶　
　本日は、 ご多忙の中２０１５年～２０１６年 ・ ２０１６年～２０１７年

会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式に当クラブの名誉会員の米海軍佐

世保基地司令官 マッシュ ・Ｄ・ オグィアス大佐、 御令室 キャロ

ル ・ オグィアス様、 通訳の飯塚裕子様、 奥様方にご臨席を賜

り誠に有難うございます。

　「思いやりの心、 奉仕の心で、 友情を実践しよう」 のクラブス

ローガンのもとに一年間過ごしてきました。 昨年６月２５日の交

代式、 ７月２日の第１回例会、 あっという間の一年間でした。

フランスより国際清祥ん年交換学生 フラッカロ ・ マリーンさんの

来日。 ホストファミリーを引き受けていただいた芥川圭一郎君、

宮崎正典君、 田代博之パスト会長有難うございました。

　本年度の理事は若い人、 今まで理事の経験がない人にお願

いしました。 役員さんは今までに経験のない役職をおねがいし

ました。 ご苦労をかけました。 池永隆司、 崎山信幸両副会長

には申し訳ありません。 例会時に一度も出番を作れませんでし

た。 馬場貴博幹事、 あなたは昨年、 この場で神様と呼ばれま

した。 まさにその通り神様でした。 又、 奥様の恭子さん、 御

心遣いありがとうございました。

　２３年前に当クラブに入会し、 会長職をさせていただき、 創

立２５周年事業を始め、 数々の事業を無事努められたのは理

事、 役員、 会員の皆様のお陰です。 ここに皆様の協力に深く

感謝します。

　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　                                             山瀧　正久　  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　山瀧　正久　会　長

            クラブスローガン発表 　　　　　　　 山瀧　正久　会　長

            会長挨拶        　　　　　　　　　　　 山瀧　正久　会  長

　　　　　 副会長挨拶　　　　　　　　　　　　　 岩政　孝　 　副会長

　　　　　　幹事挨拶　　　　　　　　　　　　　　　岡　　 光正　幹  事

 　　　　　 激励の言葉　　　　　　　　　　　　   鶴田　明敏  パスト会長

　　　　　　 閉会の言葉                       　　  岩政　孝　   副会長

　　　　　　点　鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　山瀧　正久  会  長

　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

１９：３５ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　 山瀧　正久　会  長 

　　　　　 乾　杯　　　　　　　　　　　　　　　　溝上純一郎　直前会長

　　　 ２５周年ＤＶＤ

　　　 祝　宴

　　　 スライド ・ＤＶＤ

　　　手に手つないで　　　　　　　ソングリーダー　松田　啓伸

２１：００ 万歳三唱　　　　　　　　　　　　　　 岩政　孝　会長ノミニー            

　次年度、 山瀧正久会長、 岩政孝副会長、 岡光正幹事の活

躍を祈念し当クラブが皆様にとって有意義な生活の一部となる

こと願って私の挨拶とします。

池永 隆司副会長挨拶
　今年度は当クラブ創立２５周年ということで、 溝上丸が出航し

ましたが、 馬場幹事、 若い理事 ・ 役員の方々、 そして会員の

皆様の働きと奥様方のご協力で全ての事業がスムーズに楽しく

運営されたのではないかと思います。 航海の途中では若く少し

とがっていて、 猪突猛進なところがある馬場幹事を自らのスロー

ガン通り、 思いやりの心で優しく見守る溝上会長。 この会長、

幹事は絶妙なコンビネーションだったと思います。 ですから、

私達２人体制の副会長は、 昼はニコニコボックスの協力と夜は

おたるなどの協力だけで、 溝上会長が健康でホームクラブ１０

０％出席されたので、 なんの出番もなくただ前の席で見守るだ

けが仕事で、 あっという間に一年間が過ぎたような感じがしま

す。

　次年度は山瀧会長、 岡幹事がどんなコンビネーションで運営

されるか楽しみにしています。 岩政副会長におかれましては、

ただ静かに見守って頂ければと思います。 一年間ありがとうご

ざいました。

崎山 信幸副会長
　皆様あらためましてこんばんは。 ２０１５～２０１６年度副会長を

仰せつかりました崎山でございます。 本日は 「会長 ・ 副会長 ・

幹事交代式」 ということで一年を振り返ってということですので、

一言ご挨拶を申し上げます。

　今年はやはり、 創立２５周年ということで佐世保中央ロータリー

クラブにおいては節目の年でありました。 ２５周年の記念行事

に副会長として参加ができましたことが、 何よりありがたく感謝

を申し上げる次第です。 また、 別府においての旅行にて記念

ゴルフでの優勝をしたことも楽しい思い出でございます。 佐世

保中央ロータリークラブといたしましては、 これからも一年一年

歴史を重ねていくわけですが、 それぞれの奥様方の支えに対

しましても御礼を申し上げます。 また、 この一年私自身、 例会

出席が叶わないことも多々ありましたが、 溝上会長、 池永筆頭

副会長、 馬場幹事、 田中副幹事の支えにより一年間職を全う

することができました。 感謝申し上げます。

　結びに、 山瀧新会長、 岩政新副会長、 岡新幹事、 宮﨑新

副幹事におかれましては、 お体に十分留意されまして佐世保

中央ロータリークラブの発展、 繁栄にご尽力賜りますようよろし

くお願い申し上げまして、 副会長としての最後の挨拶にかえさ

せて頂きます。 一年間ありがとうございました。

馬場 貴博幹事挨拶
　本日は足元の悪い中、 米国海軍佐世保基地司令官　マ

シューＤ・ オヴィアス大佐、 令夫人キャロル ・ オヴィアス様。 ま

た日頃より佐世保中央ロータリークラブの活動を支援していただ

いている会員の奥様方に多数、 御参席頂き誠にありがとうござ

います。
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今右衛門陳列場

２５周年記念式典

　さて、 本年度は創立２５周年という節目の年を迎え、 また国

際青少年交換学生のマリーンさんをフランスから受け入れ、 そ

して、 次年度のガバナー補佐として牛島義亮パスト会長を輩出

するという大変多忙な１年間でありました。 その重要な年の幹

事を拝命するということは自分にとっても緊張と反省の連続であ

りました。 溝上会長のこの一年への思いはクラブ内の融和を図

り心に残る２５周年にという思いであられたと思います。 しかしな

がら例会を吹っ飛ばすやら、 外部卓話の講師が決まらないや

ら、 前代未聞の幹事でありました。

　２５周年の記念事業では実行委員会の皆様に支えられ何事な

く事業を乗り切り、 留学生の受け入れには芥川君・宮﨑君・

田代パスト会長のご家族に気持ちよく受け入れて頂き、 次年度

ガバナー補佐の件でもなかなか決めきれない中新、 年早々の

パスト会長会議では高い弁当を頼んだのに、 なかなかのどを

通らない中で牛島パスト会長に快諾をしていただき、 上げれば

きりがないくらいに会員の皆様方に助けていただいた１年でし

た。 たぶん溝上会長は幹事　馬場貴博の人選は失敗であった

と心のなかでお嘆きの事であったでしょう。 次年度は岡光正君

が幹事であります。 何も心配ありませんよ山瀧会長、 自分とは

雲泥の差がありますから。

　最後に、 この不肖の幹事に１年間お付き合いいただいた今

年度の役員理事の皆さまと会員の皆様に感謝を申し上げ、 次

年度の理事役員の皆さま方のご活躍を御祈念し、 そして次年

度からは牛島ガバナー補佐の１セキュタリーとして活動すること

をお約束致しまして最後の挨拶といたします。

山瀧 正久新年度会長挨拶　
　２０１６～２０１７年度の会長を仰せつかりました山瀧です。

本日はお忙しいなか、 当クラブの会長幹事交代式に名誉会員

の米海軍佐世保基地司令官　マシューＤ・オヴィアス大佐ご夫

妻、 通訳でお越しいただいた飯塚様をはじめ、 多数の奥様方

にご参加を賜り、 心より厚くお礼申しあげます。

　２０１５～２０１６年度は、 創立２５周年と言う節目の年を見事に

舵取りをした溝上純一郎会長をはじめ、 池永隆司副会長、 崎

山信幸副会長、 馬場貴博幹事、 理事・役員の皆様大変お疲

れさまでした。

　２０１６～２０１７年度の国際ロータリーのテーマは 「人類に奉

仕するロータリー」 です。 また、第２７４０地区運営方針は、「地

区に奉仕するロータリー」 です。 佐世保中央クラブスローガン

を「連帯感をもって　友情を深めよう！　ロータリーの和」
といたしました。 ロータリーの目的は 「意義ある事業の基礎とし

て、 奉仕の理念を奨励し、 これを育むことに有る」 と言われて

おります。 四つのテストでは、「真実かどうか、みんなに公平化、

好意と友情を深めるか、 みんなのためになるかどうか」 とうたわ

れております。 このことを、会員同士が再確認、理解することで、

来るべき３０周年に向けてスタートが出来るにではないのかと思

います。これまで先輩たちが築いてこられた歴史を大事にして、

次につながる事業を会員皆様と共に知恵を出し合い、 創り上

げていきたいと思っております。

　例会に参加することが楽しく、 親睦で互いの交流を深め、 人

と人の繋がりを大切にして、 委員会活動が活発に展開される、

そんな楽しいクラブを皆様と共に築いていきたいと思っておりま

す。 一年間よろしくお願いします。

岩政 孝新副会長
　今年度、 副会長と共に２０１７～２０１８会長エレクトとして一年

間務めさせて頂きます。 山瀧会長・岡幹事・理事役員の皆様

と共にクラブのスムーズな運営の一助となるよう努力してまいりま

す。

　また、 この一年間を経験させていただきながら今後のクラブが

繁栄して行く道筋を勉強できればと思っております。 皆様のご

協力を心よりお願い申し上げます

岡 光正新幹事
　皆様、 こんばんは。 この度２０１６～２０１７年度の幹事を拝命

致しました。 岡　光正と申します。

　今の心境を一事で表現すると「責任の重さ」を感じております。

また、 今日は家内も同席しておりますが、 私共々経験不足で

何も理解しておりません。 奥様の皆様、会員の皆様、この一年、

佐世保中央ロータリークラブの為に努力させて頂きます。 どう

ぞよろしくお願い致します。
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／７月７日１２：３０～

次回献立 /和食ミニ御膳

今右衛門古陶磁美術館

今右衛門陳列場
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