
１．例会変更　
　　佐世保南ロータリークラブ
　　　日時　７月１３日( 木 )１２：３０～　

　　　　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

                           １階 「飛鳥の間」　→１２階　「パール」

                          ＊１階宴会場使用不可のため

２．来　　信
　　・国際ロータリー
      ザ・ロータリアン　２０１７年７月号の送付

      クラブ会員と次期役員の情報の更新のお願い

      ロータリークラブ・セントラルのリニューアルについて

　　・国際ロータリー日本事務局
       　２０１７年７月　ロータリーレート　

　　　　 １ドル＝１１１円 （６月　１１０円）

　　・ガバナー事務所
　２７４０地区ホームページ更新情報

　　2２０１７－２０１８年度 YEP 留学生レポート

　（福田陽斗 君） ３月レポート （スポンサークラブ：雲仙ＲＣ）

　雨は別にしてさすがに梅雨です

ね。 蒸し暑い日が続いております。

体調には充分お気をつけください。

　

　本日は、 今年度最後４５回目の

例会です。 先週の例会で話をさ

せていただいた通り、 これまでの 1

年間私共を支えていただきました

会員皆様に感謝しかありません。

　これから会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式です。 次年度、 岩政会

長の下、 さらに飛躍する佐世保中央ロータリークラブであります

ことを念じまして挨拶といたします。 ありがとうございました。
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本日の出席率９５．４５％：会員数４５名・出席３６名・欠席２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９５．３５％：出席３２名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席５名
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・ ロータリー財団年次寄付ゼロクラブ　０達成のお礼

　　・ガバナーエレクト事務所
　地区名簿校正のお願い

　　・地区会員増強委員会　佐藤豊委員長
　馬場地区会員増強委員へ　

　年間計画と方針についての事前協議会の報告

　　・佐世保東ロータリークラブ
　次年度第３回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会のご案内

　　　日時　７月１９日 （木） １８：３０～

　　　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様　こんばんは！本日、２０１６～２０１７年度最後の例会です。

一年間本当にお世話になりました。 有難うございました。

この後の交代式、 よろしくお願い致します。

「感 謝」

会員一同
２０１６－２０１７/２０１７－２０１８

会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式を祝して全員ニコニコします。

本日の合計　  　　42,000 円

本年度の累計　　  42,000 円

山瀧年度 最終例会 
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な奉仕活動を展開され、 チャリティーバザーや募金活動などの

社会奉仕活動、 青少年の健全育成や国際交流をはじめ、 さ

まざまな事業を通じて、 地域社会の発展に大きくご貢献いただ

いていることに対しまして、 改めまして深く敬意を表する次第で

あります。

　

　本日は、 会長・副会長・幹事交代式ということでございますが、

これまでご尽力をいただきました役員の方々に対しまして、 ま

ずもって心から感謝とお労いを申し上げます。

　さて、 本市は昨年４月１日に 「中核市」 へ移行し、 名実共に

西九州北部地域の中心都市として、 新たな歩みを始めました。

さらに本市が近隣の市町と連携することで、 人口減少、 少子

高齢社会にあっても、 地域を活性化し、 経済を持続可能なも

のとし、 市民が安心して快適な暮らしを営んでいけることを目的

とした連携中枢都市圏の形成に向けた協議を本年度から取り

組むこととしておりますので、 皆様方には引き続き市政発展に

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　結びになりますが、 皆様方の今後益々のご健勝ご多幸を心

からお祈り申し上げますとともに、 佐世保中央ロータリークラブ

が岩政新会長を中心として更に発展し、 飛躍を遂げられますよ

う祈念申し上げまして、 お祝いのご挨拶とさせていただきます。

マシューＤ・オヴィオス大佐 祝辞　
　皆様、 こんばんは。 本日はご招待いただき、 誠にありがとう

ございます。 佐世保中央ロータリークラブの皆様とご一緒でき

ることは大変光栄です。 とても心待ちにしていました。

　梅雨の時期になると、 ロータリークラブの会長交代が行われ

ます。 今年の梅雨は少しスロースタートのようです。 しかし、

雨が降っても降らなくても、 もう早いもので、 会長交代の時期

になりました。

　今年はまた、 佐世保基地の司令官交代の時期でもあります。

新しい司令官は明日佐世保に到着して、 来週は引き継ぎ業務

を行います。

　妻も私も、 佐世保を離れることがとても寂しいです。 佐世保

で私達が過ごした時間は、 皆様方の真心やおもてなしのお陰

で素晴らしいものとなったことを、 心から感謝しています。 海軍

勤務を通して、 私は妻とたくさんの場所に住みました。 しかし、

この佐世保では、 特に 「コミュニティー精神」 について学びま

した。 ロータリークラブの皆様が持つこの 「コミュニティー精神」

を肌で感じてまいりました。 私は、 ロータリークラブの皆様のご

友情と、 コミュニティーに対する責任感に、 いつも感銘を受け

ます。 その献身的ご努力と仲間意識というものが、 佐世保を特

別な場所にしているのです。

　佐世保は本当に特別なところです。 この三年間の勤務で、

私は、 佐世保のコミュニティーと米海軍佐世保基地の間の友

情の絆と理解は、 日本で最も強いと感じます。 日本の他の米

軍基地で、このような関係はありません。この関係の強さは、ロー

2016 ～ 2017
2017 ～ 2018  佐世保中央ロータリークラブ

１８ ： ４５ 開会の言葉 　　　　    岡　光正　   幹 事

　　　 点　　　鐘　　　　　　　　　     山瀧 正久   会 長

　　　　　来賓紹介　　　　　　　　　     山瀧 正久   会 長

　　　　　祝辞　　　　　　　　　　　　     朝長 則男　 佐世保市長

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マシューＤ・ オヴィオス大佐

　         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

　　　　　出席優秀者表彰　　　　　　  岩政 孝　    副会長

　　　　　新会長 ・ 副会長 ・ 幹事紹介   岩政 孝　    副会長

           バッジの交換

　　　　　鐘の伝達

          ＳＡＡ交代

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

　　　　　                                           岩政 孝　    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

　　　　　 役員 ・ 理事 ・ 地区委員の紹介　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩政 孝　    会 長

            クラブスローガン発表 　　　　　  岩政 孝　    会 長

            会長挨拶        　　　　　　　　　　岩政 孝　    会 長

　　　　　 副会長挨拶　　　　　　　　　　　　岡田 文俊　 副会長

　　　　　　幹事挨拶　　　　　　　　　　　　　 川島 千鶴　 幹 事

 　　　　　 激励の言葉　　　　　　　　　　　　指山 康二   パスト会長

　　　　　　 閉会の言葉                       　 川島 千鶴　 幹 事

　　　　　　点　鐘　　　　　　　　　　　　　　　 岩政 孝　    会 長

　　　　　　　　　　　　　　　　　懇　親　会

１９：３６ 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　 岩政 孝　   会 長

　　　　　 乾　杯　　　　　　　　　　　　　　　　日隈 秀光　副団長

　　　 ＤＶＤ

　　　 祝　宴

 　　　手に手つないで　　　　　　　ソングリーダー　井手 陽一

２１：００ 万歳三唱　　　　　　　　　　　　　崎元 英伸　 会長ノミニー            

  会長・副会長・幹事交代式 式次第

朝長 則男佐世保市長 祝辞　
　　本日は 「佐世保中央ロータリークラブ 会長 ・ 副会長 ・ 幹事

交代式」 が、 関係者の皆様多数ご臨席の下、 このように盛大

に開催されますことを心からお祝い申し上げますとともに、 お集

まりの皆様方には、 日頃から本市の市政推進に対しまして、 ご

支援 ・ ご協力を賜り、 この場をお借りしまして、 厚くお礼を申し

上げます。

　佐世保中央ロータリークラブの皆様におかれましては、 クラブ

の創設以来、 友好と平和を築き、 日常生活に密着した献身的
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　佐世保東ロータリークラブ、 佐世保北ロータリークラブとの３

ロータリークラブ合同の例会を開催できました。

　

　会員増強特別委員会のご苦労によりまして、 新入会員が５名

入会し４５名体制になりました。

　音楽を通じて、 ご婦人方の交流を図り、 何時もさわやかな歌

声を届けていただきましたコスモスの皆様、 本当にありがとうご

ざいました。

　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、 創り上げるこ

とが出来ました。 組織は生き物であります。 常に斬新な考えで

更に進歩してほしいと思っております。

　岩政副会長、 岡幹事、 理事役員、 会員皆様のご協力に感

謝を申し上げ、 次年度へバトンを渡すことができます。 そして、

何時も先頭に立ってクラブをリードしていただいた岡幹事に改

めてご苦労様と申し上げます。

　次年度　岩政会長を中心に更なる飛躍を祈念し、 意を尽くし

ませんが会長挨拶といたします。 ありがとうございました。

岩政 孝副会長挨拶
　会員の皆様、 一年間大変お世話になりました。 山瀧会長、

岡幹事の補佐役としての役割でしたが、 お役に立てたとしたら

幸いです。

　今年私は、 副会長兼会長エレクトとして過ごして来た訳です

が、自分としては来年の予行練習が出来て良かったと思います。

年間例会、 各事業の予算決算 ・ 事業報告、 週報や議事録な

ど紙面では分からない部分を経験することが出来ました。

最後に、 山瀧会長の指導力と岡幹事の献身なる仕事ぶりに尊

敬と感謝をしご苦労をお労いしたいと思います。

一年間、 お疲れさまでした。

岡 光正幹事挨拶
　２０１６年７月１日に始まり、 ２０１７年６月３０日。 明日で、 佐世

保中央ロータリークラブ幹事の役職が終わります。 この一年は、

時には会社や家庭を犠牲にし、 ロータリー活動を最優先にして

きました。 今ふと、 それは 「誰の為に」 「何の為に」 活動して

きたかを振り返りました。

　「誰の為に」 それは、 私を含め４５名の会員が、 気持ち良く

スムーズなロータリー活動が出来るよう組織運営を行う事。 「何

の為に」 山瀧会長が掲げたスローガン 「連帯感をもって　友情

を深めよう！ “ロータリーの和”」 これを全会員が共有し、 会長

の想いを現実に変える事。

　この二つの事を肝に銘じ、 お叱りや反省は沢山あると思いま

すが、 私なりに幹事の役職を全うする事ができました。

最後に、 次年度が益々飛躍する事を願い、 お礼の言葉と致し

ます。 皆様、 ありがとうございました。

タリークラブのような組織によるものと、 実感しています。 友情

の絆を強くしてくださったのは、 ここにお集まりのビジネスリー

ダーの皆様のお陰でもあるのです。

　この精神と献身さは、 自動的に起きるわけではありません。

そのようなエネルギーを動かして指導するリーダーシップが必要

です。 本日は、 このクラブを立派に率いてこられた、 山瀧 正

久様のリーダーシップを称えるために集まっています。

　今年度のロータリークラブを率いてこられた山瀧様に対し、 心

から敬意を表します。 また、 次年度の会長を務められる、 岩

政様に対しましても、 お祝い申し上げます。 岩政様もまたこの

佐世保中央ロータリークラブを上手に引っ張っていかれると確

信しています。

　佐世保中央ロータリークラブの皆様のご健勝とご多幸を祈念

しております。 山瀧様のリーダーシップに感謝し、 岩政様のこ

れからのご活躍を楽しみにしております。

　

山瀧 正久会長挨拶　
　本日の２０１６～２０１７年度、 ２０１７～２０１８年度の会長 ・ 副

会長 ・ 幹事交代式にあたりまして、 佐世保中央ロータリークラ

ブ名誉会員であります朝長 則男佐世保市長様、 令夫人 多加

子様。 同じく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・ オヴィオス大佐様、 陸上自衛隊西部方面混成団

及び相浦駐屯地指令 代理 陸上自衛隊西部方面混成団 副団

長１等陸佐 日隈 秀光様、 通訳の 飯塚 裕子様 、 多数の奥様

方に　ご出席を賜り開催できますことを、 心より厚くお礼申しあ

げます。 ありがとうございます。

　１年前、 「連帯感をもって　友情を深めよう！　ロータリーの和」

をクラブスローガンといたし、 四つのテスト、 「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」 を念頭に努めさせていただきました。

　この間、 長崎県立佐世保特別支援学校との交流、 奥様方の

ご協力を頂いて実施した、 熊本震災募金の餅つきを行い、 佐

世保市を通じて義援金を贈らせていただきました。

　本年度は、 隔年交流の為、 姉妹クラブ韓国釜山蓮山ロータ

リークラブとの交流はありませんでしたが、 よさこい祭りが縁で、

旭川空港ロータリークラブと北と南の交流が出来ました。

　国際ロータリー第２７４０地区第６グループに牛島ガバナー補

佐、 地区委員として米山記念奨学委員会委員 田代君、 会員

増強委員会委員 馬場君には頑張っていただきました。 中でも

牛島ガバナー補佐を会員みんなで支えていただきました。 そし

て会員が１回はメーキャップを行い、 クラブ全体の意識の向上

につながりました。 米山記念奨学生 金 スルギさんをお世話い

ただきました大久保 厚司カウンセラーありがとうございました。

　歴代会長 ・ 幹事で長期戦略会議を開催し、ＣＬＰを構築し細

則変更による新たな組織で次年度からは活動することになりました。
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して多加子令夫人、 米海軍佐世保基地　マシュー D ・ オヴィ

オス大佐、 そして陸上自衛隊西部方面混成団相浦駐屯地 日

隈秀光副団長、 ご多忙の中ご臨席頂き、 誠にありがとうござい

ます。 また２０１６～２０１７年度山瀧会長・岩政副会長・岡幹事、

一年間大変お疲れ様でした。

　いよいよ２０１７～２０１８年度佐世保中央ロータリークラブ　岩

政会長の元　新年度スタートとなります。 よく、 岩政丸の出港と

言われますが、 今年の岩政丸　タンカーでもフェリーでもクルー

ザーでもなく、ペーロンの船であって欲しいなぁと願っています。

タンカーやフェリー、 クルーザーは、 大きなエンジン一つで動

きますが、 ペーロンは、 目的地に向かって、 メンバー一致団

結し、 絆と友情と信頼で漕いで、 ゴールを目指します。 会員

一人一人が、 息を合わせて全力投球で挑んで船は、 進んで

行きます。 皆様には今年度、 是非息を合わせて一緒に今年

のテーマ 「温故知新　佐世保中央ロータリークラブです！」 を

味わって頂きたいと思います。

　先輩方には、 佐世保中央ロータリークラブで良かった！後輩・

新入会員の皆様には佐世保中央ロータリークラブに入って良

かったと思える活動を４５本そして目標の５０本の櫂で漕いで頂

きたいと思います。

　私は、 微力で、 皆様も心配や不安を感じている方もいらっしゃ

ると思いますが、 私なり、 女性幹事だからこそ出来る限り思い

やりと気遣いを持って精一杯頑張って行きたいと思います。

　また例会度に歌っているロータリーソングの数々ですが、 「四

つのテスト」 みんなに公平か好意と友情を深めるか、 「奉仕の

理想」にある御国に捧げん我らの生業（職業奉仕）、「そしてロー

タリー」 笑顔笑顔で語り合い心で結び合い、「われらの生業 （な

りわい） にある平和親睦 （やわらぎむつび）、「手に手つないで」

友の輪を築いて、 ロータリアンの本来の姿を感じてどうか今年

度の皆様のご協力を伏してお願い致します。

　最後にコーラスの「コスモス」の皆様、私は独り者で、一人２役・

３役としないといけない部分が出てくる中、 皆様方にはご迷惑

を多々かける事もあるかと思います。 出来る限り務めさせて頂き

ますので、 どうぞよろしくお願い致します。

岩政 孝新会長挨拶
　佐世保中央ロータリークラブ２７代会長をさせて頂きます岩政

です。

　前年度山瀧会長、 岡幹事大変お疲れさまでした。 今お二人

の安心しきった顔が恨めしく感じております。

　２０１７～２０１８年度のクラブテーマを 「温故知新　佐世保中

央ロータリークラブです！」 とさせて頂きました。 これは、 今メ

ンバー数４５名平均年齢５８歳、 在籍１０年未満が２１名、 その

時期時期の会員拡大の努力により近年半数に近い会員に入会

して頂いております。

　同じ組織で活動する以上は、 経験者は昔を語り教え諭し、

未経験者は教えを受け聞く努力をすると共に新しい事に挑戦す

る事が肝心ではないかと思います。 私も入会当初の思いを省

みて、 我クラブが今後発展し、 存続していくように私なりにつた

ない会長ではありますが活動してまいる所存です。

　我クラブは佐世保市内８ロータリークラブの中で、 ６番目に出

来たクラブで、 歴史の少ないクラブかもしれませんが、 チャー

ターメンバーはじめ歴代役員皆様の言わば 「よそに負けん気」

のご努力により、近隣地区に停滞・衰退していくクラブがある中、

我クラブは会員数も年齢層も成長していると感じます。 しかし、

今から必要になって来るのは、国際ロータリーの 「奉仕の理想」

に準じていく努力実績を積み上げていかなければなりません。

歴史年数は先輩クラブに及びませんが、 今日から歴史を作っ

ていく気迫で、 どこに行っても 「佐世保中央ロータリークラブで

す」 と自信をもって胸を張って言えるような実績を残し、 より一

層続けて行けるように努力してまいります。

　本日、 市長がお出でですが、 佐世保の子供達は 「日本全

国どの市にも自衛隊と米軍基地はある」 と勘違いしている子が

多いようです。 これは日頃から自衛官やネイビーベースの方々

を見かけている事が故にかもしれません。 ほかの都市にはあま

りない、 自衛隊 ・ 米海軍と共存している町、 佐世保の特徴で

あるこの土地に生まれ住んでいると言う 「誇り」 を伝えて行く事

も、 我々の使命かもしれません。 その結果、 若者が移住せず

佐世保に住み、 行く末はこのクラブに入会してくれる事を願い

ます。

「どこ出身ですか？」 「佐世保です！」

「どこのクラブですか？」 「佐世保中央ロータリークラブです！」

誇りをもって言いましょう！

　一年間、 岡田副会長、 川島幹事、 芥川副幹事共々よろしく

お願い致します。 以上、 会長挨拶と致します。

川島 千鶴新幹事挨拶
　皆様、 改めて　こんばんは！今年度、 幹事を拝命致しました

川島 千鶴です。

　本日は、 名誉会員でもあられます朝長 則男佐世保市長　そ

ＳＡＡ：大久保厚司君
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