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本日の出席１００％：会員数４４名・出席４２名・欠席０名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３６名・メークアップ　６名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さん、こんばんは。いよい

よ、この短縮例会で最後の会長

挨拶となりました。昨年の７月

１日に第１回目の挨拶から本日

までで、４６回を数えます。ま

た、３～４年前からのロータ

リーの資料を私の本棚から整理

し、仕事の書類と入れ替えまし

た。その資料の中に南部幹事が新入会員の紹介で、趣味は

ゴルフとありまして、「長くからされているのなぁ」と思

いました。

　思い起こせば、第１回目の例会の時に、『山に登る時に

よく、「六根清浄」という掛け声を掛けながら…』という

話をしました。「六根」の根は器官のことで、根が切れる

とか根を入れるなど「精根を打ち込む」ということで、私

の職業的なことと、今後のロータリー活動への意気込みを

文字って言ったことですが、その思いが１年間無事に終了

することが出来たと思っております。これも皆様のご協力

のお陰だと心より感謝申し上げます。それと松尾パスト会

長の「２０周年の式典には是非」という思いなどで、会員

の拡大が５名され、（一兵卒という）それも若い方々が入

会をして頂き、非常に明るい材料であります。

　また、次年度田代会長には２０周年で培ったものを実際

の形として残して頂きたいと思います。最後に、佐世保中

央ロータリークラブの発展を祈念申し上げ、挨拶といたし

ます。1年間本当にありがとうございました！！

１． 例会変更　　

　　ありません。　

　　　　

２． 来　　信

■ガバナー事務所

　事務所閉鎖のお知らせ　9/20まで直前ガバナー事務所

　
　

　

■ガバナーエレクト事務所

　 2011-12年度ガバナー月信第１号の送付

３． 伝達 ・ 通知

特になし。

本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　  21,000 円

佐世保南ロータリークラブ　川添 忠彦様

田雑会長お疲れさまでした。一年間会長職を務めている

所を遠くより見てましたが、まあまあでした。後日反省

会をいたしますので、楽しみにしてください。

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

皆様こんばんは。いよいよ今日で終わりになりました。

一年間ご協力いただき誠にありがとうございました。お

世話になりました。

田代 博之次年度会長 ・ 八重野 一洋次年度幹事

会員の皆様！一年間宜しくお願い致します。

芥川 浩一郎君

田雑丸、ご苦労さま。田代丸ガンバッて下さい。７月４

日（月）テレビ佐世保にて「この人に聞きたい」の対談

にて「私の顔」が出ます。宜しく

次年度親睦活動委員会一同

一年間宜しくお願い致します。

次回例会　　７月　７日 （木）　１２：３０〜

SAA ：富永 博美君／音響：四元 清安君
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【来賓挨拶】
佐世保市長　朝長則男様

　こんばんは。本日は、会長幹事

交代式ということで、田雑会長、

西村副会長、南部幹事１年間お疲

れ様でした。新しく就任されます

田代会長、富永副会長、八重野幹事、

それぞれ新しいスタートとなりま

すが、無事バトンタッチを終えら

れ、佐世保中央ロータリークラブの１年間の舵取りを宜

しくお願いいたします。

　皆様方には、常日頃から佐世保市政にお世話になって

いますが、東日本大震災に対し、中央ロータリークラブ

並びに姉妹クラブ釜山蓮山ロータリークラブより多額の

義援金を頂きありがとうございました。全国市長会を通

じ、それぞれの市に配分させていただき、市政だよりに

も掲載させていただきました。皆様方の暖かいお心遣い

に大変感謝いたします。

　佐世保中央ロータリークラブは、和気藹々と会員の皆

様がまとまりを持って活動されていますことを、私も名

誉会員として、OB として大変うれしく思います。親睦、社

会奉仕、国際奉仕、職業奉仕とさまざまな事業に対しても

熱心に取り組んでおられ、佐世保市政にも大変ご協力を頂

き御礼申し上げます。

　これから、新しい体制で新たなスタートを切られますが、

良き伝統と良き歴史を引き継がれまして、頑張っていただき

たいと思います。皆様方のますますのご健勝と、中央ロータ

リークラブのご発展を祈念申し上げご挨拶に代えさせていた

だきます。おめでとうございました。

特別代表　野田　三地之様

　本日は、ロータリークラブの年間

諸行事の中でも最も意義の深い、新

旧会長幹事交代式にお招き頂き心よ

り御礼申し上げます。振り返ってみ

ますと、このような厳しい社会環境

の中で、当クラブは、昨年１０月、

創立２０周年記念事業を、内容の充

実した事業として成功させることができました。このクラブ

の実力を拝見し、このクラブの創立に微力ながら携わったも

のとして、わが子が立派に成長し、めでたく成人式を迎える

ことが出来たときのような気持ちを味あわせていただきまし

た。感謝いたします。ご存知のとおり、ロータリークラブの

奉仕活動の基本は、１ヵ年を限度として、奉仕活動に全力投

球するシステムです。会員各位におかれましては、この 1 年

間、悔いの残らない奉仕活動を実行していただきますようお

願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

会長挨拶　田雑　豪裕会長

　本日は、お忙しい中、佐世保中央

ロータリークラブ、会長・幹事交代

式に、当クラブ名誉会員の佐世保市

長 朝長則男様、２０周年ということ

で名誉会員になって頂いた、佐世保

米海軍のフランシス・ザビエル・マー

チン司令官御夫妻、当クラブ特別代

表の野田三地之御夫妻、また拡大補佐 松尾辰二郎御夫妻と、

多数の奥様方には、ご出席を賜り、心より厚く御礼を申し上

げる次第でございます。

　さて、クラブスローガンとして、“飛翔こう！ロータリー。

観つめよう！ロータリー。” のスローガンでスタート致しまし

た。本年度は、創立２０周年ということもあり、この時期３ヶ

月先のことまで決定されており、大変目まぐるしい1年であっ

たと思います。２０周年記念事業、２０周年式典など、数々

の事業を通じ、人と人とのふれあいや、会員相互の絆が深ま

りました。

　また、松尾パスト会長にも再入会頂き、会員も５名の増強

が出来、２１年目のスタートとしては、この上なく絶好のス

タートになることと思います。次年度は、３０周年に向かっ

ての大事な年であります。会員一丸となって決意を新たに、

田代新会長を支えて頂きたいと思います。

6:45 開　　会   

 点　　鐘    

 来賓紹介  田雑 豪裕 会長

 来賓挨拶  朝長 則男 佐世保市長

 会長挨拶  田雑 豪裕 会長

 副会長挨拶 西村 浩輝 副会長

 幹事挨拶  南部　 建 幹事

 出席優秀者表彰 田雑 豪裕 会長

 新会長・副会長・幹事紹介 田雑 豪裕 会長

 バッジの交換   

 鐘の伝達   

 SAA交代   

 2010〜2011 年度　ＤＶＤ放映　  

7:20 前会長・副会長・幹事への感謝状・記念品贈呈 田代 博之 会長

 前会長・副会長・幹事夫人への花束贈呈  新三役夫人

 役員・理事・地区委員の紹介　　　　田代 博之 会長

 クラブスローガン発表         田代 博之 会長

 会長挨拶並びに名誉会員紹介        田代 博之 会長

 副会長挨拶          富永博美 副会長

 幹事挨拶                  八重野一洋 幹事

 激励の言葉          橋口 佳周パスト会長

 閉会の言葉          富永 博美 副会長

7:45 点　　鍾   

 懇親会  

7:45 会長挨拶               田代 博之 会 長

 乾　　杯               松尾辰二郎拡大補佐

 祝　　宴   

 コーラス   

 手にてつないで   

9:00 万歳三唱               四元清安会長ノミニー

佐世保中央ロータリークラブ
２０１０～２０１１年・２０１１～２０１２年
会長幹事交代式式次第
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　最後に、ご協力、ご支援頂きました、全会員の方々と奥様

方に感謝申し上げ、また特に南部幹事・西村副会長・川崎副

幹事には、ご苦労をお掛け致しました。この場を借りて、お

礼を申し上げ、会長としての最後の挨拶と致します。1年間「あ

りがとうございました！！

　

副会長挨拶　西村　浩輝副会長

　こんばんは、初めて副会長という

大役を仰せつかり、１年間田雑会長、

南部幹事のアシストが出来たか、は

なはだ疑問ですが、私自身はこの 1

年間楽しくロータリーライフを過ご

させていただきました。副会長の仕

事として、創立２０周年記念事業等

の大きな事業で開会の言葉、の大きな事業で開会の言葉、

閉会の言葉など、貴重な経験もさせていただきまし

た。次年度富永副会長、宜しくお願いいたします。田

雑会長、南部幹事、役員の皆様、会員の皆様１年間

ありがとうございました。

幹事挨拶　南部　建幹事

　こんばんは、本日ご多用の中

ご出席いただきました、朝長市

長始めご来賓の皆様ありがとう

ございます。皆様１年間ご協力

頂き誠に有難うございました。

田雑会長から幹事のお話を頂

き、ちょうど１年あっという間に

過ぎてしまいました。今年は、２０周年という節目の

年で、とにかく忙しく、途中で挫折しそうになりまし

た。皆様の支えがあり何とかこの日を迎えることが出

来ました。しかし、皆様にはご迷惑ばかりお掛けし、

お叱りも頂きました。その節は大変不愉快な思いを

された事に深くお詫び申し上げます。

　この 1 年間貴重な経験をさせていただき、これか

ら私の人生にとって、大きなプラスを頂きました。1

年間不慣れな私に、我慢していただきました田雑会

長有難うございました。西村副会長、川崎副幹事、

北島事務局員、いつも突然いろんなお願い事をし、

それを快く引き受けていただきありがとうございまし

た。会員の皆様、奥様方にもお願い事ばかりでしたが、

大きな心で応えていただき感謝申し上げます。この

ご恩は、これから少しずつ返せるよう努力いたしま

す。田雑会長を１年間支えていただき誠に有難うご

ざいました。

会長挨拶　田代　博之会長

皆様、あらためましてこんばんは。2011-2012 年度佐世保中

央ロータリークラブ会長の田代です。一年間よろしくお願

いします。

　本日は名誉会員でああられる朝長市長、米海軍佐世保基

地マーティン司令官ご夫妻、佐世保中央ロータリークラブ

の生みの親であられる野田三地之特別代表ご夫妻、松尾辰

二郎ご夫妻にご来賓いただき誠にあ

りがとうございます。チャーターメ

ンバーで一番下の私がとうとう会長

をやるようになりました。去年２０

周年事業をやり、若い会員も何人か

入会し、新たな時代に佐世保中央

ロータリークラブも入っていくので

はないかと思います。田雑直前会長におかれましては、昨

年は２０周年記念事業、式典、大震災と大変な一年だった

と思います。本当にお疲れさまでしたとともに、ありがとう

ございました。南部幹事はクラブの運営を本当に下から支

えていただきありがとうございました。

　さて、今年度のスローガンは「念ずれば花開く、楽しもう

ロータリー」です。実を言いますと私の座右の銘が「念ずれ

ば、花開く」であります。これは坂村真民さんという仏教詩

人の言葉です。真民さんが小さいころ、お母様がいつも困っ

た時にはこの言葉を言われていたそうです。真民さんも何

かあるとこの言葉を唱えられ、唱えている内にいろんなこと

が実現していくことを経験されました。この言葉は必ず仏

典にあるはずと思われ、大般若経６００巻を隅々まで調べ

て、やっとこの言葉を見つけたそうです。今では世界を含

め７００以上のこの言葉の石碑がたっているそうです。

　私は今日多くの会員の方に出席していただいたらいいな

と念じていました。するとなんと全員の会員の方に出席し

ていただきました。奥様方も２３人の出席、本当にありがと

うございます。念ずれば花開くです。私はいつも楽しいロー

タリー活動ができたらなあと思っています。皆様と一緒に

で楽しいロータリーにしようと思えば、念ずれば、必ず楽し

いロータリー活動ができると思います。その思いを込めて、

「年ずれが花開く、楽しもうロータリー」というスローガン

にしました。

　私自身非常に不器用な人間で、皆様方にいろんな御迷惑

を掛けると思いますが、一年間しっかりと頑張っていきたい

と思います。ロータリーの友情に免じて許していただけれ

ばと思います。これをもちまして会長挨拶に代えさせてい

ただきます。一年間よろしくお願いします。

副会長挨拶　富永　博美副会長

　この度、副会長を務めさせていた

だく事になりました富永です。宜し

くお願いいたします。まずは、前任

の田雑会長、西村副会長、南部幹事

におかれましては、この一年は２０

周年という節目の年でも有り、大き

な事業の数々で、ご苦労の年であっ

たと思います。本当にご苦労様でした。見事にやり遂げら

れまして、今日の交代式を迎えられた訳ですが、今は達成感

でいっぱいのことと思います。

　いよいよ田代丸の船出となりましたが、田代会長、八重野

幹事はじめ各役員、理事の皆様すばらしい顔ぶれで順風満

帆のスタートがきれそうですが、唯一不安があるとすれば、

副会長である私自身です。皆様ご存知のとおり経験不足で
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すので、せめて会長他皆様の足を引っ張らないよう、今か

ら気を引き締めているところでございます。

　ともあれこの一年田代会長の下、円滑な運営が行われる

よう頑張っていく所存ですので、皆様方におかれまして、

宜しくご指導、ご協力の程お願い申し上げ、ご挨拶とさせ

ていただきます。宜しくお願いいたします。

幹事挨拶　八重野　一洋幹事

　こんばんは、昨年の春頃、幹事の

お話を頂きまして、正直頭の中が

真っ白になり、牛島先輩に相談した

ところ、喜んで受けてくださいと云

われ、頭の中を整理し、引き受けさ

せていただきました。中央ロータ

リーには、沢山のすばらしい先輩が

いらっしゃいまして、叱咤激励という言葉がございますが、

ほとんど怒れてばかりでございます。

　これも、ロータリークラブに入ったからこそ、勉強できる

チャンスを与えて頂いていると私自身思ってます。田代丸

の船長田代幹事、副船長ムードメーカーの富永副会長、私

は航海長でしょうか。とにかく皆様方に、このクラブの柱に

近いような人物になるように頑張って行きたいと思います。

　幹事になったとたん別世界を感じております。分からな

いことだらけですが、一年間田代会長、富永副会長の下、沢

山の諸先輩、若い仲間と共に佐世保中央ロータリークラブ

を盛り上げていけたらと思います。皆様一年間どうぞ宜しく

お願いいたします。

激励の言葉　橋口　佳周パスト会長

　こんばんは、まず前年度の田雑会

長、西村副会長、南部幹事一年間お

疲れ様でした。２０周年記念の年、

大変な一年間だったと思いますが、

見事に２０周年事業を立派に務め上

げて頂き、そのご苦労に対し会員を

代表し、心より敬意を表します。お

疲れ様でした。

　さて、新年度の田代会長、富永副会長、八重野幹事にお

かれましては、これから佐世保中央ロータリークラブの舵

取りをお任せするわけでございますが、２０周年を終えて、

新たな佐世保中央ロータリークラブの歴史を創っていただ

きたいと思います。

　田代会長とは、縁がございまして、お兄さんは高校時の

同級生でして現在長崎大学の教授としてご活躍中です。お

姉さんとは、私が長髪をなびかせながらサッカーをやって

いた大学時代、合同ハイキングにご一緒したことがありま

す。田代会長ご本人とは、このクラブのチャーターメンバー

で一緒に入りまして、私が１５代会長を務めたときの幹事と

して、よく助けていただき、感謝しています。２人で一休さ

んの回転焼きを買って、当時の全会員の職場訪問をさせて

いただいたことが、一番の思い出です。

　田代新会長の少しスロースターターの部分が少々気にな

りますが、八重野幹事、富永副会長には、どうぞ田代会長を

宜しくお願いいたします。肩の力を抜いて、自然体で田代

会長には頑張っていただきたいと思います。

　相田みつおさんの詩に、雨の日には雨の中を、風の日には

風の中をという詩がありますが、雨のときも風のときも自然

体で、新しく始まる田代丸の航海が恙ないものであります

ことを祈念いたしまして激励の言葉に変えさせていただき

ます。一年間頑張ってください。

memo.
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