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本日の出席率９７.７２％：会員数４５名・出席３７名・欠席１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７７.５％：出席２８名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席２名

　

　皆さん　こんばんは。 本日は創立２７周年記念例会となっており

ます。 会長挨拶はまた後程させていただきます。 皆さん、 ご協

力よろしくお願いいたします。

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

１．例会変更　
　　　なし　

２．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ ロータリー財団セミナーについて

　　　　　日時 ：１１月１２日 （日） 13 時開会　17 時終了

　　　　　会場 ： 東彼杵町総合会館

　　　　　対象 ：クラブ会長、 クラブ幹事、

　　　　　　　　　国際奉仕担当理事および R 財団委員長

　

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　九州北部豪雨災害義捐金につきましての御礼と

　　　　　ご報告＆新聞記事

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 来週、 旭川空港ロータリークラブ来訪合同例会の為、　

　　　　　１９日木曜日昼の例会を２１日土曜日１８時半から

　　　　　四ヶ町パーキング２階 NOE で開催することになり、

　　　　　例会を変更を致します。

　　　　　案内を、 流しますので、 皆様、 調整して頂き、

　　　　　ふるって参加して頂きますようにお願い致します。

　　　　　返信は来週１８日水曜日までにお願い致します。

本日の合計　　　　    42,000 円

本年度の累計　　　 380,000 円

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
２７周年、 創立記念式典にあたり、 本日、 韓国釜山蓮

山ロータリークラブより JO SEONG－KI 会長をはじめ、 ５名

の皆様にお越しいただきました。 今年は交流の年となります。

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

芥川 圭一郎君　浅野 訓一君　有吉 中君　池永 隆司君　
井手 陽一君　糸瀬 新君　井上 亮君　牛島 義亮君　
大久保 厚司君　岡 光正君　片桐 康利君　崎元 英伸君　
崎山 信幸君　指山 康二君　田雑 豪裕君　田添 直記君　
田中 啓輔君　鶴田 明敏君　南部 建君　西村 浩輝君　
野村 和義君　橋口 佳周君　馬場 貴博君　平岩 義明君　
福田 英彦君　本田 実君　前田 眞澄君　松尾 英機君　
松田 啓伸君　馬渡 圭一君　溝上 純一郎君　宮﨑 正典君
宮﨑 祐輔君　八重野 一洋君　山口 裕之君　山瀧 正久君
吉野 英樹君　四元 清安君

釜山蓮山ロータリークラブより、 ジョソンギ会長はじめ、 ５名の

皆様の２７周年創立記念公式訪問、 ありがとうございます。

釜山蓮山ロータリークラブ

　　　会長　 　　　　　　　JO SEONG-KI 様

　　　再来年会長　 　　 CHOI YOUNG-CHEOL 様

　　　再来年会長夫人　HYEON GEOM-JA 様

　　　２５代会長　        KO SEON-SIK 様　

　　　２６代会長　        KANG BYUNG-ROK 様

　　　会員　　　　　　　　 KANG YOUNG-KOO 様

　　　通訳　               JUNG HYEYOON 様

　　　陸上自衛隊西部方面混成団長兼

　　　相浦駐屯地司令　中澤　剛　 様　　　　　　　　　　　
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／９月１７日１２：３０～

　　　　創立２７周年記念式典・懇親会式次第
　　　　　　　　　　- 式典 -
      開式の言葉　　　　　　　　　　 岡田　文俊 副会長

　 　日本国国歌並びに大韓民国国歌斉唱

　 　来賓紹介　　　　　　　　　　　  岩政　孝 会長

　 　会長挨拶　　　　　　　　　　　　岩政　孝 会長

　 　釜山蓮山 RC 会長挨拶　　　 JO SEONG-KI 会長

　 　祝辞　　　　　　　　　　　　　　  陸上自衛隊西部方面混成団長 兼

                                                               　     相浦駐屯地司令　中澤　剛 様

　　 記念品の交換　　

　　 ２７周年の想い　　　　　　　　  福田英彦 パスト会長

　　 コーラス　　　　　　　　　　　　  コスモス & 男性合唱団

　　 閉式の辞　　　　　　　　　　　  川島　千鶴 幹事

　　　　　　　　　　　　　　　- 懇親会 -
　 　会長挨拶　　　　　　　　　　　  岩政　孝会長

　　 乾杯　　　　　　　　　　　　　　  山瀧　正久 直前会長

　　 琴と尺八の演奏

　 　手にてつないで　　　　　　　  ソングリーダー吉野英樹

　 　万歳三唱　　　　　　　　　　    崎元　英伸 会長エレクト

岩政 孝 会長挨拶
　　本日は、 佐世保中央ロータリークラブ

創立 27 周年記念式典にご参加いただき

ありがとうございます。

　来賓として、 陸上自衛隊西部方面混成

団長 兼 相浦駐屯地 司令 中澤　剛　様、

姉妹クラブ韓国釜山蓮山ロータリークラブ

JO EONG－KI 会長はじめご夫人 ・ 会員の皆様ご多忙の中ご臨

席を賜りました事心よりお礼申し上げます。

　1990 年９月２９日にチャーターメンバー４０名で設立した我クラ

ブは、 本年で２７年目となるわけですが、 人間でいうと社会人と

なって５年目位となります。 親に頼りながらの学生時代を終え自

活し、 仕事の事が少し分かってきた頃です。

　我々は、 沢山の先輩方や他のロータリークラブの皆様に教え

を請い本日を迎える事が出来ました事に感謝しなければなりま

せん。

　また、 1992 年 3 月26日に韓国釜山蓮山ロータリークラブと姉

妹クラブ締結を結び、 25 年間数多く相互を訪問し交流と友情を

育んできました。 お互いに経済状況が低迷している中、 自分た

ちの企業を発展させ、 ロータリーの目的である 「奉仕の理念」

を継続しあっている事は自賛出来る事だと確信します。

　創立 30 年を目の前にして、 少し立ち止まり昔教えられた事を

思い出し、 将来を語っていく年にしたいと思っています。

　また、佐世保に住み 「佐世保ならでは」 の生活環境である 「基

地の町」 に誇りを持ち、 子供たちにも陸海空自衛隊 ・ 米海軍と

の交流を体験させ、 歴史を語って行く事が、 佐世保に誇りを持

つ次世代を育てるものと信じ活動していきます。

　最後になりましたが、 ご来賓並びに本日ご出席頂きました皆様

のご健勝をお祈りいたします。

JO SEONG-KI 釜山蓮山 　 会長挨拶
　　佐世保中央ロータリークラブ 岩政孝会

長ほか会員の皆様、 久しぶりにお会いで

きたことを嬉しく思います。

　隔年の訪問となり、 ２年ぶりの公式訪問

を大変楽しみにしていました。

　また、 本日は佐世保中央ロータリークラブが創立 27 周年をお

迎えになられ、 誠におめでとうございます。 この様な盛大な記

念式典にお招きいただき釜山蓮山ロータリークラブを代表して御

礼を申しあげます。 有難うございます。

　佐世保中央ロータリークラブと釜山蓮山ロータリークラブは

1992 年の姉妹締結後、 ２６年もの間、 様々な交流事業と国際

奉仕事業を行い、 友情を深めながら、 ロータリークラブの国際

交流に寄与してきました。 これからも末長い交流で信頼を築き、

友情を深めることを望みます。

　私は、 貴クラブの招待で７年前に初めて日本に来た時の、 心

のこもった親切と笑顔が忘れられず、 今でもとても良い印象を

持っており、 機会があればいつでも来たいと思う国になりました。

本日は釜山蓮山ロータリークラブを代表してご挨拶を申しあげる

ことを、 大変光栄に感じております。

　これからも貴クラブと末長く友情を交わすことに貢献しようと思

います。 持続的に交流を深めることにが、 ロータリアンの国際交

流の模範となると信じております。

　重ね重ねではありますが、 貴クラブが創２７周年を迎えられた

こと、 誠におめでとうございます。 岩政孝会長をはじめ佐世保

中央ロータリークラブの皆様の益々のご健勝、 ご活躍を祈念し

私の挨拶とします。

RC　

《 記念品　交換 》
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《 記念コーラス 》

　陸上自衛隊西部方面混成団長　兼
　相浦駐屯地司令　中澤剛様　祝辞

　本日は佐世保中央ロータリークラブ２７周

年記念式典が盛大に開催されますことを

心よりお祝い申し上げます。

　佐世保中央ロータリークラブの皆様におかれましては、 地域に

貢献する奉仕の心を理念とされ、 創立２０周年の際には、 ふれ

あいコンサートを開催されるなど、 社会奉仕活動を積み重ねて

来られたと聞いております。 本日は大変素晴らしい皆様とお会

いできますことを楽しみにしてまいりました。

　私は自衛官という、 経済界で活躍する皆様と少し趣が違う仕

事をしておりますが、 一つだけ皆様と共通項があると思っており

ます。 それは 「世の為、 人の為」 という統率方針です。 社会に

貢献する心、日本の為に尽くす心、これは自衛官として常に持っ

ておかなければならないと思っていますし、 若い隊員にもそのよ

福田英彦パスト会長　２７周年の想い
　　私たちの佐世保中央ロータリークラブ

も本日２７周年のお祝いの日を迎える事が

できました。 これもひとえに、 皆様のご指

導 ご援助の賜物と思います。 ありがとうご

ざいました。

　クラブの特別代表が野田三地之先生　ホストクラブが北クラブ　

コホストクラブが南クラブです。 設立時には４０人のチャーターメ

ンバーが揃い　平均年齢５３歳の若いクラブでした。 拡大補佐

の松尾辰二郎さん、桟威一郎さんには大変お世話になりました。

周到に用意されたチャーターナイトの盛大な式典。 一人一人の

メンバーが呼ばれてロータリアンになったのをかみしめ式典の間

中晴れやかな気分であったのを思い出します。 初年度、 次年

度の会長幹事を務められた、 藤井壮介さん　鶴丸正輝さんには

新年会などで家に呼んでもらいアットホームな中央ロータリークラ

ブに育ててもらいました。

　イベントを巧みにこなす若いクラブも松尾英機会長の時には６

０名を超すメンバーとなり順調なクラブ運営でしたが　鶴丸正輝

さん　藤井壮介さんの二人を二日間で失うという悲しい出来事に

見舞われました。 この時釜山蓮山ロータリークラブから葬儀に参

列する為に相次いで佐世保まで来て頂いた事には思い出す度

に頭が下がります。 私たちが手掛けた多くのプロジェクトの中で

も鶴田明敏パスト会長がリーダーシップをとった少年ソフトボール

大会は特にまとまって社会貢献できたプロジェクトではなかった

かと思います。

　昨年度は、 牛島義亮君がガバナー補佐として活躍され豊富な

時間を有効に使って各クラブの現状をグラフ化した解説は説得

力が有り　他のクラブの理解を高めまた自クラブを顧みるために

も非常に役立ちました。 彼独特の手振りを交えたスピーチには

スター誕生とも言えるインパクトを感じました。

　昨年度、 ５人の会員増強できたのもこのクラブの将来性を物語

ります。 このクラブがますます大きく成長するためにはまず５０人

の会員を集めることです。 全員が力を合わせて進もうではありま

せんか。 佐世保中央ロータリークラブが多くの人々に愛されてま

すます発展することを祈念して私の挨拶といたします。

うに指導しております。

　本日は素晴らしい皆様と親交を深めさせて頂きますことを本当

に楽しみにして参りましたし、 岩政孝会長様のおかげでこのよう

に挨拶をさせていただきました事に感謝申し上げます。 本日の

この会が盛大になりますことを祈念いたしまして、 私の挨拶とさ

せていただきます。

《 懇親会 》
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ＳＡＡ：平岩義明君　　次回例会／１０月２１日１８：３０～


	1274.aiHP用
	1274-2.aiHP用
	1274-3.pdf　HP用
	1274-4.pdfHP用

