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前々回の出席３２名・出席規定免除会員６名

皆様こんにちは、 今日で会長挨
拶も終わりです。 ほっとしている反
面少し寂しい気持ちもあります、
私の拙い話を一年間聞いていた
だきありがとうございました。
この一年間色々とありましたが、 今
日も大雨で道路冠水やがけ崩れ
などの災害が起きているようです。
この一年皆様のご協力で何とか今日を迎えることができました
事、 感謝申し上げます。 来週からは今迄頂いた御恩を少しず
つ返していきたいと思います。
一年間、 御支援ご協力を頂きありがとうございました

中幹事の粘り強い支えがあったおかげと存じます。 親睦委員
長、 馬渡委員長他メンバーの方々、 楽しい委員会活動、 あ
りがとうございました。
山口 裕之君
南部会長、前田副会長、田中幹事、一年間お疲れ様でした。
また、 田中幹事には身代わりになっていただき、 ありがとうご
ざいました。
本日の合計

57,000 円

本年度の累計

57,000 円

2019 ～ 2020
2020 ～ 2021

１．例会変更
＊佐世保南ロータリークラブ
６月２６日 （金） １２ ： ３０～ ＪＡさせぼホール ６Ｆ大ホール
※交代式のため

２．来

信
■ガバナーエレクト事務所
・ 2021 年台北国際大会のご案内資料
・ 入会候補者情報の管理方法について
■佐世保東 RC
・ 第３回市内８ＲＣ会長幹事会中止のご案内
■佐世保市
・ 市制施行記念式典、 規模縮小開催について

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
一年間、 ありがとうございました。 このあとお礼の言葉を述べ
させていただきます。
鶴田 明敏君
南部委員長におかれましては、 少数派閥出身でありながら、
この一年間素晴らしい指導力を発揮されました。 ひとえに田
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2019 ～ 20 年度 会長 南部 建 君 挨拶
皆様一年間お世話になりました。 ノミ
ニーになって 2 年半長かったような短かっ
たような不思議な気持ちです。 今日は、
何より池永会長へ無事に引き継げた事
ほっとしています。 この一年間、 理事役
員の皆様、 会員の皆様、 奥様方、 そし
て様々な人達のご協力によって今日を迎
えられた事感謝申し上げます。 今年に入りコロナの影響で事業
を中心にしなければならなくなり例会も休会を余儀なくされ今迄
の行動を１８０度見直しせざるを得ない状況になりました。 危機
管理と言う点ではこの経験は非常に勉強になりました。 しかし
ながら皆様の御支援を頂き何とか乗り切ることができました、 あ
りがとうございました。 一年を思い返してロータリーの四つのテ
ストを実行出来たのか今、 自問自答しています。 結果は皆さ
んに判断して頂き足りなかった分はこれから精進していきたいと
思います。 一年間皆様の御支援ありがとうございました。
2019 ～ 20 年度 副会長 前田 眞澄 君 挨拶
一年間、 副会長を拝命しました前田で
す。 一年間、 南部会長、 田中幹事をは
じめ、 理事 ・ 役員の方、 そして会員の
皆様には大変お世話に成りました。
ロータリークラブは会長 ・ 副会長 ・ 幹事
交代式に始まり、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事
交代式でその一年を終ります。 その交代式もコロナウィルス禍
で出来るか出来ないか、 ギリギリまで決まりませんでした。 それ
がこうして皆様の面前で交代式を行わせていただいた事は、
ひとえに皆様のご理解とご厚意の何ものでもありません。 今回
４４名の会員さんのご出席を頂いております。 感謝、 感謝の言
葉をもって、 副会長のご挨拶と致します。
ありがとうございました。

2019 ～ 20 年度 幹事 田中 啓輔 君 挨拶
皆さん１年間大変お世話になりました。
特に、私の無茶ぶりを快く受けて頂いた、
片桐 ・ 吉野副幹事には心よりお礼を申し
上げます。
そして、 いつも私の愚痴を聞いてくれた
事務局の今村さんにも感謝しておりま

パスト会長 井上 亮 君 激励の言葉
南部会長 ・ 前田副会長 ・ 田中幹事そ
して理事役員の皆様一年間お疲れさまで
した。 一年の半分をコロナに振り回され
ましたが無事にこの日を迎えられました。
そしていよいよ池永会長 ・ 八重野副会
長 ・ 宮崎幹事の誕生です。 池永会長は
１０年程前にお酒の力を借り 30 周年の会長に手を上げられまし
た。 しかし、 御存じの通り今年に入りコロナの蔓延で彼が１０年
間温めてこられた３０周年の壮大な思いが縮小の方向を余儀な
くされています。 しかし彼の中央ロータリークラブに対する気持
ちは誰よりも強い思いがあると思います。
この一年はコロナと共存しながらあなたのリーダーシップを存
分に発揮され３０年という歴史を振り返りながら未来に向けた新
しい中央ロータリークラブを作り上げてください。 ただ、 私が一
つだけ心配なのはこの 3 人の組合せと 池永会長の酒席での
言動と行動です。 「酒人を酔わせず、 人自ら酔う。 色人を迷
わさず、 人自ら迷う」 特にお三方にはこの二つを十分に頭に
入れ一年間を無事に終えますことを祈念いたしまして激励の言
葉といたします。
2020-21 度 会長 池永 隆司 君 挨拶
佐世保中央ＲＣ第３０代会長をさせてい
ただきます、 池永ですよろしくお願いしま
す。
南部会長。 前田副会長 ・ 田中幹事そ
して理事 ・ 役員の皆様、 １年間といいま
すか、 新型コロナウィルス感染拡大の影
響で、 ３月、 ４月、 ５月は、 例会を含めあまり活動出来なくて、
心残りだとは思いますが、 本当にお疲れ様でした。
昨年の１１月、 年次総会の場で崎元指名委員長より、 次年
度会長に指名を頂き、 ２月迄は、 被選理事会、 ３０周年実行
委員会も皆様のお陰で、 順調に進んでおりましたが、 このコロ
ナの影響で、 被選理事会 ・ ３０周年実行委員会はもとより、 委
員会の初顔合わせもできず、 地区協議会も中止と何もできませ
んでした。 井上パスト会長からは、 「１年間何もせんやった会
長になるっちゃなか」 と言われ、 どのように運営して行けば良
いか、 悩ましく思っておりましが、 先月 （５月） より被選理事会
を開催することができ、 来週には、 ３０周年記念実行委員会も
開催予定と、 やっと動き出してまいりました。 ウイズコロナでは
ありますが、 全力で務めさせて頂きたいと思います。
そして、 2020－2021 年度のクラブスローガンを 「和衷協同」
地域のために。 そして未来のために。 とさせて頂きました。 「和
衷」 とは、 心を同じくすること。 また、 心の底からなごみ和らぐ
こと、 「協同」 とは、 心を同じくして共に力を合わせ、 仕事や
作業に当たることです。
この未曽有の事態を乗り越えるべく、 理事 ・ 役員の方々、 そし
て会員の皆様の心を一つにして、 地域のための有意義な奉仕
活動を実施することにより、 会員の皆様の絆を深め、 自分たち
の企業、 そして我が中央ロータリークラブの未来のために、 一
致団結して運営して行きたいと思います。 １年間、 八重野副
会長、 宮崎幹事、 田添副幹事、 共々よろしくお願い致します。
ＳＡＡ：馬場 貴博君

次回例会／７月２日 1２：３０～

