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本日の出席率７８.２６％：会員数４８名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員（９）７名・ビジター０名

前々回の修正出席率８９.１３％：出席２８名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席７名

　

本日の卓話は、 私と川島幹事の 「一年を振り返って」 のお話を

させて頂きます。 来週 「正副会長 ・ 幹事交代式」 ですので、

本日が本年度最後の例会となりますが、 早かったような長かった

ようなノミニーから２年半色々な事がありました。 一言でいえば、

会員一人一人とたくさん会話をして都度多くを学ばせて頂いた

事が、 この一年の自分の宝にさせてもらった一生忘れられない

一年でした。

　期末ギリギリになりましたが、 昨日MY ROTRY アカウント登録

が佐世保中央 RC 会員１００％登録達成いたしました。 今村事

務局員の強烈な熱意と皆様のご協力があった賜物と感謝いたし

ます。

　最後になりますが、 岡田文俊副会長 ・ 川島千鶴幹事 ・ 芥川

圭一郎副幹事の二人三脚で何とか一年を終える事が出来ました

事に深くお礼申し上げます。

　会員の皆様、 一年間ご協力ありがとうございました。
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１．例会変更・休会　
　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　　日時　７月３日 （火） １２：３０～

　　　　　場所　ハウステンボス 「トロティネ」　

　　　　　　　　　　　　※レンブラントホール使用不可日のため

　　　　　日時　７月２３日 （月） １８：３０～

　　　　　場所　ホテルヨーロッパ　レンブラントホール

　　　　　　　　　　　　※創立２３周年記念式典 ・ 祝賀例会のため

　　　　　日時　８月１日 （水） １２：３０～

　　　　　場所　ホテルオークラ JR ハウステンボス　飛鳥の間

　　　　　　　　　　　※ガバナー公式訪問・ ガバナー補佐訪問のため

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　　　 ・ ロータリー財団地区補助金承認のお知らせ

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・２７４０地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　2017-2018 年度 「ハイライトよねやま 219」 発行

　　

３．依頼・伝達
　　　　・本日は、２０１７-１８年度締めくくり例会ということで、 会長・

　　　　　幹事の一年を振り返っての卓話の時間となります。

　　　 ・ 来週は、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事の新旧交代式です。

　　　　　１８：３０～短縮例会１８： ４５～交代式となっております。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 会長と幹事の卓話となっており一年を振り返っ

てお話しをさせて頂きます。 いよいよ通常例会ラストとなり

ました。 皆様のご協力に感謝いたします。

平岩 義明君
一年間お世話になりました。

井上 亮君
３９回目の結婚記念日でした。 お祝いのお花ありがとうござい

ました。

古川 直記君
先日の大会で長崎県でのシニアチャンピオンになることがで

きました。 皆様のおかげです。 ありがとうございました。

野村 和義君
職業奉仕委員会一年間大変お世話になりました。 半端ない

岩政会長一年間お疲れ様でした。 奥様と末永くお幸せにお

過ごしください。
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本日の合計　　　　     19,000 円

本年度の累計　　　  1,092,018 円

田中 啓輔君
結婚して、 早くも２０年経ちました。 お祝いのお花ありがとうご

ざいました。

山口 裕之君
昨年、 受注した看板を第１回佐世保市広告景観賞へ応募し

ていたところ最優秀賞を頂きました！明日、 市役所へ表彰式

に行って参ります。 審査員の指山さん、 田雑さんありがとうご

ざいました。

　一年を振り返って ・ ・ ・ というよりも準

備期間も含めて一年半、 研修 ・ 被選理

事会 ・ そして理事会と様々な事が駆け

巡り目まぐるしくもあり、 終わりにあたりど

うにか皆様のご協力で、 乗り越えれた

のかなぁと思います。

　一昨年の９月初めに、 溝上パスト会長が来社され、 「岩政会

長の幹事を受けて欲しい」 とお話に来られました。 私は、 「女

性だし、 年齢順も飛んだし、 そんな力量も持ち合わせていない

ので、 回って来る事はないんだろうなぁ」 と思っていたし、 岩政

会長からは何の話も無かったので、 寝耳に水でびっくりして、「私

でいいんですか？」 と聞き返しました・ ・ ・「大丈夫！僕は、 ちー

ちゃんの味方だからフォローするし、 いずれはしないといけない

し、 順番と思って引き受けて」 と笑顔でほだされました。 こんな

私に期待を込めてお願いされた事に嬉しくなって 「頑張ります！

どうぞよろしくお願い致します。」 と答えました。

■会員卓話■

　　一年を振り返って

川島 千鶴 幹事

　いろんな試練の場で、 心折れる事も涙する事ありましたが、 叱

咤激励の中、 歴代のパスト会長の幹事時代の経験談やそれぞ

れの励ましの御言葉に 「私が出来る事をやるしかない！！」 と

奮起しながら最後まで頑張ってやろう！と決意しての幹事職でし

た。

　岩政会長はじめ皆様にとっては、 心もとない幹事だったことと

思いますが、 そんな幹事だから温かく見守り、 励まし、 フォロー

をして下さった会員の皆様に救って助けて頂いた事に深く感謝

致します。

　９回のクラブフォーラム、 ９回のクラブ協議会、 １５人のゲスト卓

話、 ６回の会員卓話、 ６回の特別休会や祝日休会を除き、 一

年 TOTAL４６回の例会でした。 一つ一つ紹介するには時間が

かかるので、 一覧表を用意しましたので、 ご覧ください。

　毎週の例会のプログラムの為のゲスト卓話や式典例会や親睦

例会、 奉仕事業、 国際交流や他クラブとの交流など想い出深

いものばかりでした。

　また誕生日や結婚記念日などの紹介や御祝いに改めて、 この

日に誕生されたんだとかこの時期に結婚されたんだと思ったり、

例会に早く来られているなぁとか今日は、 お見えじゃないけど忙

しいのかなぁとか体調崩されていないかなぁとか気になったり、

元気そうだなぁとか今日は顔色悪いなぁとか前の席に座ると今ま

でより、 深く感じる事が出来ました。

　私事ですが、 小さな会社で自ら動かないと回らないステップの

仕事、 昨年１２月から母の入院介護もあり、 測量の西九州測量

設計や土木の沖組の仕事と３社を見つつ、 公私ともにいつもバ

タバタしており、 例年にない年に幹事となり、 いっぱいいっぱい

で、 ひとつひとつこなす事に本当に精一杯でした。

　そんな時、 卓話にお見えになったゲストの皆さんのエネルギー

に刺激も受け、 自分の励みにもなりました。 特に商工会議所女

性会会長 古賀様、ＪＣ理事長 内海様、 島瀬美術センターの安

田館長のお話には、 その度励みになりました。

　決して優しくはない厳しい会長でしたが、 私の欠点を厳しく注

意し、数少ないですが、ちゃんとできた時には 「上等！」 とか 「満

点！！」 とかこっそり褒めても下さいました。 緊張の中、 １年半

の間に体重も激減しましたが、 ５月６月で少しずつ元の体重に戻

り、 心にも少し余裕が出来ました。 振り返ってみると心身ともに

少し成長出来たのかなぁとも思います。

　最後にまだ幹事経験をしていない後輩の皆様、 何も分からな

い私が 「順番」 と言われて、 どうにか出来たのですから、 どうぞ

積極的に幹事を引き受けて頑張って下さい。 ロータリー活動が

見え、 人の厳しさ優しさが見え、 大げさかもしれませんが人生の

勉強になると思います。

　心残りは、 自分の年に女性会員が入れられなかったことです。

残念でした。 引き続き、 女性の仲間を探したいと思います。

　これから 「心の友」 が出来るまで、 まだまだいろんな事を学び

続けて行きたいと思います。

　本当に一年間、 支えて下さった会員の皆様に感謝致します。

ありがとうございました。
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ＳＡＡ：牛島義亮君　次回例会／６月２８日１８：３０～

　一年前、 RI 会長イアン ・ ライズリー氏が

掲げられたテーマ 『ロータリー ： 変化をも

たらす』 を受けて、 私はクラブテーマ 「温

故知新 ・ 佐世保中央ロータリーです！」

とさせて頂きました。 会員数も徐々に増加

してきた近年、 創立３０年を前に今一度 「ロータリーの意義 ・ 歴

史」 と 「創立」 等を確認する一年にしたいと思いました。 奉仕

の在り方を考え、 今後さらに奉仕の実績を積み上げて行く事を

全員で考え、 どこに行っても私たちは 「佐世保中央ロータリーク

ラブです」 と誇りをもって言えるクラブ造りを目指してスタートしま

した。 お陰様で SAA、 各奉仕部門委員長、 小委員長率いる全

会員のご協力を頂き一年を終わることができました。 心より感謝

申し上げます。

　SAA 平岩義明委員長委員会、 歴代 PP から新入会員までの

幅広いメンバーで司会 ・ 会場監督をして頂きました。 年度中の

会場リフォームにより音響設備の変更などありましたが、 その運

営は見事に支障なく円滑な例会を出来た事に感謝いたします。

クラブ管理運営委員会　指山康二大委員長には、 クラブビジョン

委員会 ・ 親睦例会活動委員会 ・ 式典例会出席委員会を担当し

て頂きました。 ３委員会ともに CLP （クラブリーダーシッププラン）

の新しい試みを理解して頂き、 今後のクラブ目標や新任理事へ

のサポート助言を頂き各委員会が連携して活動ができたものと感

謝いたします。

　池永隆司クラブビジョン委員長委員会は、 歴代会長幹事 ・ 次

年度会長幹事の豊富な経験者をメンバーとして数年後のクラブ

運営を見据えた未来像を描いていただきました。 来年に向けて

一層深いビジョンの方向性を引き継いで頂きたいと思います。

　山口裕之 親睦例会活動委員長委員会は、 「納涼例会」 ・ 「忘

年家族例会」 ・ 「延寿会」　田中啓輔 式典例会出席委員長委員

会は、 「正副会長幹事交代式」 「創立記念例会」 「新年例会」

を担当して頂きました。 どの例会も参加者に喜んで頂くことを一

番に考えて企画して頂いたと感じています。 また初めての試み

でしたので両委員会の割振りも苦労された事にお詫びと共に熱

心に事業に取り組んで頂き感謝いたします。

　本田実 公共イメージ会報委員長委員会には、 毎週の週報や

各事業のマスコミ対応など頻度が高い活動でお世話をお掛けし

ました。 事務局と連携して情報のやり取りなど大変であられたと

感じています。

　馬場貴博 会員増強委員長委員会は、 私会長の情報不足も含

め目標には届かなかったものの多くの会員に情報提供を頂き、

有望な 3 名の会員を増強できたと感じております。 忘れてはなら

ないのは、 数多くの委員会を開き情報を得るために若いメンバー

に声をかけ来年に繋がる新入会員候補者を残してくれたことは

有難い事でした。 ありがとうございました。

　野村和義 職業奉仕委員長委員会、 「社員招待映画例会」 「認

知症サポーター育成講座」 「健康講座」 それぞれに工夫を凝ら

した企画でした。 健康疾病に関した内容を勉強会のスタンスで

岩政 孝 会長 多くの会員や以外の人も参加できた面などを考えると、 まさに

ロータリー奉仕の精神であったと感じています。 ありがとうござい

ました。

　南部建 奉仕プロジェクト委員長には、 CLP により初めての委

員会を担当して頂きました。 主に佐世保特別支援学校への支

援事業を企画して頂いた訳ですが、 地区補助金や学校と連携

には、 かなりの労力を払われたと思います。 社会奉仕委員会 ・

青少年奉仕委員会の協力連携で来年に繋ぐ素晴らしい事業で

あったと感謝いたします。

　香月章彦 社会奉仕委員長委員会、 支援事業のステージ部門

や佐世保北高の協力依頼など、 例年より交流の枠を広げた企

画をして頂きました。

　溝上純一郎 青少年奉仕委員長委員会、 主に支援事業では

生徒たちの為になる寄贈品や、 市内青少年団体 「みどりの少

年団」 への協力依頼など支援学校の生徒達と共に子供たちの

交流に貢献して頂きました。

南部委員長と共に両委員会が一丸となって活動して頂き有難う

ございました。

　宮崎正典 国際奉仕委員長には、 国際交流委員会 ・ RI 財団

米山記念奨学委員会を担当して頂きました。 両委員会との連携

はもとより、 国際状況感覚を磨くグローバルな観点を考え多くの

情報をクラブ内に発信してくれたことは、 会員の意識向上に役

立った事と感じています。

　八重野一洋 国際交流委員長委員会、 １０月の創立記念式典

にお迎えした姉妹クラブ韓国蓮山 RC のアテンド交流は、 近年

隔年度交流の変化に伴う両クラブのスタンスを考え配慮された企

画でお世話をお掛けしました。

　井上亮 RI 財団 ・ 米山記念奨学委員長委員会、 財団や奨学

会に対する寄付金を寄付金友の会と調整して頂き、 RI 財団寄

付者３名、 米山奨学会寄付者１名を選抜して頂きました。

宮崎委員長と両委員会の皆様には国際奉仕の意義を再確認さ

せて頂き感謝いたします。

　第２７４０地区委員として地区会員増強委員会に出向して頂きま

した馬場貴博会員には２年連続出向で大変ご苦労をおかけしま

した。

山瀧正久直前会長 ・ 崎元英伸ノミニーには一年間の活動を通し

て沢山ご相談しました。 橋口佳周会計には、 予算決算はもとよ

り基金運営にかけてご尽力を頂きました。 皆様共に指導を頂き

まして有難うございました。

最後に、 １年間私を支えて頂いた川島千鶴幹事 ・ 岡田文俊副

会長 ・ 芥川圭一郎副幹事 ・ 今村真美事務局員には、 数多くの

ご迷惑をお掛けしたと自覚しております。 心よりお詫びを申し上

げますと共に、 ご苦労を労い感謝申し上げます。 一年間お世

話になりました。
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