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皆様こんばんは！

先週の日曜日には江迎町文化会館にて北松浦ＲＣのホスト

でＩＭが開催されました。 当クラブからも１５名の参加を頂き

有難うございました。 第一部は清峰高校野球部監督 ・ 吉田

洸二先生の「初心に戻ることの大切さと難しさ」の講演があり、

第二部で「ロータリアン諸君！あなたの本音を答えてください」

と言う携帯電話を使用したケータイゴング３０問が

ありました。 詳しくは後日参加メンバーより報告

があると思います。 今日は延寿会です。 ５名の

方の古希、 還暦のお祝いです。 この後、 もう一度

会長挨拶があります。 この辺で終わります。

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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１. 例会変更

　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　2 月16日( 火 )12：30 ～→18：30 ～

　　ホテル日航ハウステンボス　夫人同伴夜の例会の為

　佐世保北ロータリークラブ

　　2月22日(月)12：30～　梅ヶ枝酒造　職場訪問例会の為

　佐世保ロータリークラブ

　　2月24日( 水 )12：30～→18：30～

　　佐世保玉屋　7階文化ホール　創立59周年記念例会の為
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　伊万里ロータリークラブ

　　2 月24日( 水 )12：30 ～　

　　ロイヤルチェスター伊万里　例会場休館の為

　　3月10日(水)12：30～→18：30～　例会場　夜の例会の為

　　3 月 31 日 ( 水 )　休会　定款第 6 条第 1 節により

　雲仙ロータリークラブ

　　3 月 6 日 ( 土 )　ＩＭ出席の為　例会なし

２. 来　　信

　 ・ 国際ロータリーより

　　ロータリーワールド　2010 年 1 月号の送付

　　ロータリーリーダーの為の国際ロータリーの四半期刊行物) 

　 ・ ガバナー事務所より

　　 ①国際ロータリー年次大会第2日目ご案内と日本人親善朝

　　  食会についてのお願い

　　 ②2010-2011年度ロータリー財団地区補助金プログラム申  

       請書の提出について

　　　提出期限　3月31日( 木 )までにガバナー事務所へ

　 ・ 2010-11 年度第５グループガバナー補佐　福田金治様
　　　　　　　　第６グループガバナー補佐　志久雄三様より

　　 ガバナー補佐とクラブ会長との会合開催について

　　 日時：3月3日( 水 )18：30～　場所　サン・ホテル飯田

　 ・ 佐世保ロータリークラブより

　　 2010 ～ 2011 年度第 1 回佐世保市内 RC 会長 ・ 幹事会のご案内

　　 日時:3月3日(水)18：30～　場所:サン・ホテル飯田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ ロータリー囲碁同好会より　

　　 ロタリー国際囲碁大会の韓国開催のお知らせ

　　 期日 ： 4 月 17 日 ( 土 ) ～ 18 日 ( 日 )　

　　 場所 ：韓国忠清北道 3740 地区清州 ( チョンジュ ) 市　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３. 伝達 ・ 通知

　　ありません。
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　皆様こんばんは！

今年は 5 名の方々の古希と還暦を祝う恒例の延寿会です。

まずもって、 この５名の方々に心よりお祝を申しあげたいと

思います。 おめでとうございました。 また、 本日福石観音

にて５名の方々の祈願祭を執り行いました。 寒い中ご参列

いただきました多くの会員の皆様誠にありがとうございまし

た。 厚く御礼申し上げます。

　さて、 古希と還暦を迎えられます５名の方々、 自分では

まだまだ若いとお思いでしょうが、 改めて５名のお姿を拝見し

ますと、紋付き袴が立派にお似合いの方々ばかりであります。

　古希を迎えられました福田会員におかれましては日頃、

ゴルフに水泳にと体を鍛えられていますので、 体調面では

全く心配ないと思いますが、これからもお元気で喜寿を迎えら

れます前には、必ずガバナーを目指して頂きたいと思います。

　また、 還暦をお迎えの竹本会員、 橋口会員には、 古希

を迎える前に是非ガバナー補佐を目指していただきたいと

思います。 そして田端会員、 溝上会員はクラブ会長の席

を空けています。 この場でお二人会長になることを皆さん

の前で約束していただきたいと思います。 そして、 ５名そ

れぞれが、 それぞれの立場で生涯現役を目指し我が中央

クラブをご指導いただきたいと思います。

　５名のこれからの長寿を祈念しまして、 ごあいさつに代え

させて頂きます。

  古希 ・ 還暦者入場

　            福田君、 竹本君、 橋口君、 田端君、 溝上君

　開 会

　会 長 挨 拶                                       井上　亮 会長

　会 員 代 表 挨 拶                 　 　　　　 長富　寿人君

　記 念 品 贈 呈　　　　　　  　　　　　　　　  芥川　浩一郎君

　謝 辞　　　　　　　　　　                    　　 福田　英彦君

　　　　　　　　　　　　　                      　　  竹本　慶三君

　　　　　　　　　　　　　                             橋口　佳周君

　　　　　　　　　　　　　                             田端　茂　君

　　　　　　　　　　　　　                             溝上　純一郎君

　鏡 開 き                  お祝い者５名＋会長､副会長 , 幹事

　乾 杯　　　　　　                       直前会長　指山　康二君

　祝 宴

  余興、 ニコニコボックス

　手に手つないで

　万 歳 三 唱

ニコニコボックス
親睦活動委員会／古賀 純男 君

 松尾　英機様

今年賀寿を迎えられた皆様おめでとうございます。 今年一年

穏やかにお過ごし下さい。 私も今年も臥薪嘗胆して再起をめ

ざします。

本日の合計　　　　　　10,000円

本年度の累計　　　　 625,000 円
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本日は、 私達の為に、 このような盛大なお祝いをして頂きま

して誠にありがとうございます心より御礼を申し上げます。 　

　さて、私たちは、１９５０年昭和２５年の庚寅の年に生まれました。

丁度この年は、朝鮮戦争が始まった年で、佐世保の町は朝鮮特需

で沸いた年でもございます。

　又、 戦後のベビーブームの最後の時代で、 いわゆる団塊の世代

でもあり、 何をするにも競争であったようにも思います。 ある先輩

から、 「お前たちは、 戦後の混乱期に作ったものだから粗製

乱造だった」 といわれます。 しかしものすごい競争社会の中で生き

残っている私たちは丁寧に造ってもらったのでここまで来れたものと

両親に感謝しているところです。

　この前、 我が家の小さな私の書斎を片付けていましたら、 古い

１冊のアルバムが出てきました。 最後のページのベージの紙に、

「１７歳の誕生日に姉から貰う。」 と書いてありました。 ４３年前

のアルバムでした。

本日は沢山の方が古希還暦に参列いただきまして、 誠にあり

がとうございます。

私の還暦の際にもここ福石観音で祝ってもらいました。 最後まで

佐世保中央ロータリーとはおつき合いしていきたいと思います。

宜しくお願いしますと同時に、 本日親睦活動委員会と参列を

いただきました多く皆様方に古希を祝って頂きましてありがとう

ございます。

　本日は段取りをされた親睦活動委員会の皆様，限られ

た予算のなかでこれだけの事をして頂きまして、大変だ

なぁと思うと同時に誠にありがとうございます。ある方の

一周忌の法事の時にみんな集まって１０分前にお坊さん

を呼ぶのを忘れていたのに気づき、単なる宴会に終わっ

たという話を先ほど聞いて大笑いしてしまいました。それ

に比べるとこの宴はすばらしい段取りの下に皆様方多くの

参列をいただきまして還暦を祝って頂きましてありがとう

ございます。 

ニコニコボックス
親睦活動委員会／瀬戸 浩 君

橋口　佳周君
 昭和２５年３月７日生

　又、 その最初のページには 「１７歳の誕生日に作れる詩」 と

書いて1篇の詩が書いてありました。 丁度１７歳といえば高校

２年生か３年生で漢詩を習い始めたときでしたので、生意気に

五言絶句を書いていました。今見ると韻も踏んでいなくて正式に

漢詩と呼ばれる代物ではないのですが、次のようなものでした。

　　　　　　　　　　　　　　煩　　悶

　　　　　　　　　　人　間　五　十　年

　　　　　　　　　　何　日　解　心　惑

　　　　　　　　　　茫　々　大　空　見

　　　　　　　　　　飄　々　人　生　送

　　　

残された 「時間と髪の毛」が少々気になる年齢になってきまし

たが、まだまだやる気のアドレナリンはどんどん沸いてきます。

　今後とも、微力ではございますがまだまだ社会のお役に立ち

たいと思っております。

皆様方にはこれまで同様のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しく

お願い申し上げ、 御礼の言葉に変えさせていただきます。

ナナハンライダーの田端です。 まだまだ還暦、 まだまだ未熟

でございます。 数多くは伝えることはできませんが、 本日、 こ

の席にいること、 親睦活動委員会の皆様のご尽力ならびに皆

様に参列いただきまして、 誠にありがとうございます。

この中では私が一番最後に生まれた還暦者でございます。

昭和２５年７月５日、 亡き筒井玄洋君と同じ誕生日、 芸能人

では藤圭子 ( 昭和２３年 ) と同じです。 この中では私が一番

若く、 膝も支えること無くすくっと立ち上がりました。 まだまだ

元気な私です。 本日は親睦委員会の皆様のご尽力ならびに

参列いただきました皆様、 誠にありがとうございます。
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