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週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：井手 陽一、川島 千鶴、西村 浩輝、崎元 英伸、有吉 中
本日の出席率７６.５９％：会員数４９名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員８名・ビジター０名
前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ１２名・出席規定免除会員７名

表彰式は１９時より、レガーレで開催します。 会費は３，０００円。
会員の皆様宜しくお願い致します。
皆様こんにちは、 梅雨に入り今
日明日は大雨の予報が出ていま
すので、 気を付けて頂きたいと思
います。 今日の例会が本年度最
後の例会となります。 一年間皆様
にはご協力を頂き感謝申し上げま
す。 先週川島君から子供の絵画
コンクールの協力の案内がありまし
たが、 ご協力出来る方は協賛をお願い致します。
今日は、 １８才と８１才の違いと言ううまいたとえがありましたの
で、 それを紹介したいと思います。 ・ 恋に溺れるのが１８才、 風
呂で溺れるのが８１才 道路を爆走するのが１８才、 道路を逆
走するのが８１才 心がもろいのが１８才、 骨がもろいのが８１才
ドキドキが止まらないのが 18 才、 動悸が止まらないのが８１
才 恋で胸詰らせる 18 才、 餅でのど詰らせる８１才 偏差値
が気になる 18 才、 血圧 ・ 血糖値が気になる８１才 未だ何も
知らない１８才、 もう何も覚えていない８１才 自分探しをしてる
１８才、 皆が自分を探してる８１才 非常に的を得た例えですが、
私達も将来こうならないように注意をしながら健康寿命を延ばす
努力して行きましょう。

１．来

信
■ガバナー事務所

・ 2740 地区ホームページ更新
① 第 12 回全国 RYLA 研究会報告書
② ハイライトよねやま 243 発行
・ アンケート集計のお願い

中央会 岡 光正幹事
６月２８日 （日） 本年度最後の中央会を開催致します。 現在３
１名の参加者で、 後１名参加可能。 １１時２６分スタートです。

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
早いもので 2019-2020 年度の例会もいよいよ本日が最終日と
なってしまいました。 １年間至らぬところもあったかとは思いま
すが、 大変お世話になりました。
本日の例会では、 今年度の理事役員の方々に一言ずつ１年
間を振り返って感想を発表してもらいます。
指山 康二君
皆様お久しぶりです。 ４か月ぶりの例会出席です。 南部会
長最後でしたので会いに来ました。 おかげ様で健康が戻っ
て来ました。 ２か月半前の誕生日プレゼントありがとうございま
す。 今年は最悪の誕生日でした。 コロナに負けないで頑張
ります。
平岩 義明君
１年間お世話になりました。 コロナに負けずに頑張ります。
野村 和義君
２０年大変お世話になりました。 皆様のご健勝とご多幸を心よ
りお祈りしニコニコいたします。 倉科君がガバナーに決まるま
でには戻ってきます。 それまでロータリーソングを忘れないよ
うにしておきます。 さようなら。
田中 啓輔君
結婚記念日お花を頂きました。 ありがとうございます。
親睦例会活動委員会
鶴田 明敏君 井上 亮君 四元 清安君 池永 隆司君
澤田 磨君 筒井 琢磨君 馬渡 圭一君
いよいよ本日で今年度の例会は最後です。 親睦は岩政大委
員長、 鶴田、 井上、 四元、 池永、 澤田、 筒井、 川上、 馬
渡で活動してきました。 納涼例会、 忘年会、 延寿会と各イ
ベントが進むにつれ委員の皆様との絆が深まり、 会員の皆様
の喜ぶ顔をたくさん拝見する事ができ、 とても満たされた年
度でした。 これもひとえに南部会長をはじめ、各役員の皆様、
会員の皆様のおかげです。 感謝申し上げます。 ありがとうご
ざいました。 なおニコニコについては皆様にたくさんご協力
いただきましたが、 コロナの影響で予算には届かなさそうで
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変申し訳ありません。 委員会の皆様の定額給付金の１０万円を
巻き上げようかとも思いましたが皆様方に怒られると思いやめま
した。 本日は最後のイタチッ屁として委員会員より一口ずつニコ
ニコいたします。 １年間本当にありがとうございました。

本日の合計

40,000 円

本年度の累計

842,000 円

て改善しようと思っていた矢先にコロナ自粛になり活動できませ
んでした。 会員の企業要覧の作成、 ボイスレコーダーの購入、
緊急時の LINE 等での連絡網の整備を行いたいと思っていまし
た。 このことは後任の吉野委員長に確実に引き継ぎを行ってい
きます。 会員の皆様には 1 年間ご協力いただきありがとうござ
いました。

会員増強委員 吉野 英樹委員長

SAA 野村 和義委員長

１年間ありがとうございました。 副委員
長と委員会メンバーに支えられ無事に終
えることができました。 また、 今年度の
新入会員も個性的でパワーのある方々を
お迎えでき、 中央 RC の将来が楽しみで
す。 携われた皆様に感謝申し上げます。

一年間、 大変お世話になりました。
ありがとうございました。

職業奉仕委員 宮﨑 宗長委員長

■ 理事役員卓話 ■

クラブビジョン委員
馬場 貴博委員長
メンバーに牛島さん、 橋口さん、 田雑
さん、 池永さん、 芥川さんという素晴らし
い布陣で構成して頂きました。 大きな目
標であった新入会員研修会がコロナで実
行できずに申し訳ありませんでした。 次
年度の本田さんに申し送りしていますので、 宜しくお願い致し
ます。

親睦活動例会委員
馬渡 圭一委員長
親睦委員会は非常にメンバーに恵まれ
て無事に事業を終えることができました。
南部会長をはじめ、 皆様には大変お世
話になりました。 ありがとうございました。

１年間大変お世話になりました。 有吉
副委員長をはじめ、 福田さん、 大久保
さん、 浅野さん、 山口さんの６人で運営
をしてきました。 最初の事業は、 １１月１
４日の映画例会でした。 次は１月３０日に
長崎県赤十字血液センター松尾所長の
卓話でした。 いよいよ職場訪問例会の番だと意気込んでいたと
ころ、 このコロナでその計画も実行できないことになりました。
そのような状況の中、 子供食堂などを運営されている団体の支
援をする計画があがり、 職業奉仕で担当することになり、 ５月７
日より実施しました。 計画していた活動ができず残念な気持ち
もありますが、 会員の皆様のご協力に深く感謝いたしておりま
す。 ありがとうございました。

奉仕プロジェクト委員
山瀧 正久委員長
１年間計画した行事は無事に実施する
事が出来ました。

式典例会 ・ 出席委員
田添 直記委員長
社会奉仕委員 岡 光正委員長

今年度、 会長副会長幹事交代式、 創
立記念式典、 新年例会を担当させて頂
きました。 皆様方のおかげで無事終了
することができました。 特に印象に残っ
ているのは創立記念式典です。 配慮の
行き届かない点もあったかと思いますが、 次年度の倉科委員
長には頑張って頂きたいと思います。 １年間有難うございまし
た。

本年度、 社会奉仕委員会のメインの事
業は、 １月に２泊３日で開催した北海道
旭川空港ロータリ－クラブとの交流でし
た。 会員１１名、 ご夫人２名、 小学生５
名 計１８名参加頂きました。 佐世保の
文化と北海道の文化の違いを肌で感じて頂き大変心に残る素
晴らしい事業でした。 会員の皆様方のご協力に感謝致します。

公共イメージ ・ 会報委員
井手 陽一委員長

青少年奉仕委員
西村 浩輝副委員長

メンバーは副委員長に同級生の川島さ
ん、 スポーツウェルネス吹矢協会佐世保
中央支部支部長の西村さん、 直前会長
の崎元さん、 最近めっきり見なくなった
有吉先生、途中退会された糸瀬さんの６名で活動いたしました。
川島さんには写真の記録、 西村さんにはビデオの記録を中心
にお願いしました。 年明けからホームページの内容等につい

令和元年１２月１５日、キラキラフェスティ
バル会場、 チャリティもちつき大会、 み
どりの少年団募金活動、 特別支援学校
和太鼓部 ・ ダンス部演舞、 掛屋剛志君
コンサート、 水陸機動団太鼓演奏、 佐世保北中高吹奏楽部
の演奏で市民交流ができました。 ありがとうございました。
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国際奉仕 ・ R 財団委員
平岩 義明委員長
八重野国際交流委員長のもと、 釜山蓮
山 RC の接待を無事に行えたこと、 ご協
力ありがとうございました。 ロータリーメン
バーに感謝します。 グアム RC とのメーク
アップを実行できなかったことが残念で
す。

リーらしい事業を出来たのではないかと思います。
この一年間の経験はこれからの私の人生の宝物となりました。
この頂いた御恩を返せる様に頑張ります。 一年間ご協力ご支
援ありがとうございました。

田中 啓輔幹事
最初のころは 「まだ〇〇回も例会が残っ
てる」 といった話ばかり会長と交わしてお
り、 このまま１年間も続けきれるかなと心
配をしておりました。 終わってみると１年
間はとても早かったというのが率直な意見
です。 １年間みなさんに大変お世話になりました。
会計 田雑 豪裕君
会計として今年度、 事業量が少なく、
例会が減ったことで次年度３０周年に沢
山のお金を残すことが出来ました。 そこ
のところをアピールして報告といたしま
す。
前田 眞澄副会長
副会長を拝命致しました前田です。 １
年間、 南部会長、 田中幹事をはじめ理
事役員そして、 メンバーの皆様には大変
お世話になりました。 副会長としてその
役目を十分に果たせたかと反省もありま
すが、 １年間大我なく過ごせましたことを
感謝いたします。 ありがとうございました。
南部 建会長
一年 前、 ロータリーの和を 広げ よう、
社会に貢献しようをスローガンに一年間
ロータリー活動を行ってきました。 準備
段階からの一年半色々な事がありました、
準備段階で山口前幹事が心筋梗塞で倒
れ幹事職を続けられなくなり、 田中君に急遽幹事を引き受けて
頂きました。 そして何とか事業を行ってきました。 そして残り半
年を過ぎて活動が後半戦に入ってコロナの影響でロータリー活
動を中止そして例会を休会せざるを得ない状況になり約三か月
会員の皆様と会う事が出来ませんでした。 そして経済活動では
経験したことの無い影響を会員の皆様が受けられて、 この先
ロータリー活動が出来るだろうかと不安な毎日でした。 しかし今
回大きな影響を皆様が受けているにも拘わらず、 様々な場面
で助け頂いた事、 本当に感謝申し上げます。 そして佐世保中
央ロータリークラブの皆様の絆の強さを感じました。 私の大雑
把な性格を理解してアドバイスを頂き素晴らしい事業を企画 ・
実行をして頂きました事そして事業の中止や変更等に素早く対
応をして頂きました事、 理事役員の皆様には感謝申し上げま
す。 そして最後に行った子供食堂の事業はタイムリーなロータ

ＳＡＡ： 溝上 純一郎君
次回例会／６月２５日１２ ： ３０～

