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みなさんこんにちは。 

３０日（木）は会長幹事交代

式、短縮例会となります。 

みなさんと対面しての、通

常の例会としては、最後の

例会になります。机の並び

が、学校の教室の並びと同

じになり、２人掛けテーブ

ルに２人座っている それ

が何個あるから・・・今日の出席者は、だいたい何名か

なと数えていました。会長職として出席者の人数は気

になるものです。 

７月 第３週にガバナー補佐 第５週にガバナー訪問

８月 田雑パスト会長による 佐世保中央公園の改修 

工事 卓話   

その後 ５回 例会休会 

９月  最後の週から例会再開 

１０月 状況を見ながらの創立記念式典の開催 

１１月 職場訪問、映画例会 

１２月 第１週忘年家族例会  

第２週大久保パスト会長による  

新型コロナウイルスとその変異株の実態 

第３週十八親和銀行 部長 頭取 

１月 新年あいさつ後 ７回の休会となり 

３月 短縮での例会を実施しての４月から通常の例会 

 

イレギュラーの例会開催に、みなさんの出席はと常

に心配していました。 

こんな私の悩みとは別にイレギュラーの例会の開催

を各関係者と打ち合わせしてそつなくこなしてくれた、

幹事に感謝いたします、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
皆様、こんにちは。梅雨らしい天気が続いております

が、いかがお過ごしでしょうか。 

さて、いよいよ今年度も終了間近となってきました。 

本日のプログラムは、我々、会長・副会長・幹事によ

る卓話となっております。今年度の振り返りを中心

に、それぞれの思いをお話させていただきます。 

皆様、ご清聴のほどよろしくお願いいたします。 

 

 
鶴田 明敏君 
３６年前にトップガンを見ました。先週はトップガ

ンマーベリックを見ました。すごく感動しました。

皆様、ぜひシネマボックス太陽に足を運んでくださ

い。 

 

山瀧 正久君 
本田丸の１年間の航海（会）お疲れ様でした。役

員・理事皆様に合わせてご苦労様でした。 

 

牛島 義亮君 
こんにちは、今日でクラブ管理運営委員会委員長と

しての最後のニコニコになります。大委員長の出番

は無いようなのでこのニコニコを借りて今年の思い

を述べさせて頂きます。クラブの活動はお陰様で個

性的な三委員長に囲まれて大変楽しい一年間を過ご

させていただきました。その中でもクラブビジョン

八重野委員長はさすがにベテランで最後の最後で活

動報告書の提出後に新入会員セミナーを乗り切られ

たのはさすがの腕前でしたね、いつもの出演舞台で

磨いた技でしょう。 

 親睦例会委員長の藤井君は納涼例会だけはできま

せんでしたが、後の事業は完璧にこなされました。

そして私に気を使って誕生日祝いに映画のチケット

を使ってもらい売り上げに大変助かりました。あり

がとうございます。貴方との思い出は延寿会をあま
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り打ち合わせなく自分の肉体の演出で前回主役の前

田君に対抗したことです。流石でした。 

 そして式典例会出席委員会の川上君、すべての事

業を完璧に終了して頂き有難うございます。一会員

としても感謝申し上げます。只、理事会資料が見事

なぐらい前年度の資料を参考にしすぎて、前の数字

が残っていて理事会を混乱させたおは貴方の気配り

でしょう。いつも何か言いたそうにしていた池永君

と前田君に突っ込む出番を与えるためだったのでし

ょうね。そして田添幹事が必ず藤井委員長と川上委

員長の発表の後、私に補足をと言われるのですが、

私は事前に何も聞いていないので答弁に困ったのも

良い思い出です。それと事あるごとに川上君がマラ

ソンの話をするので、フルマラソンの対抗心が出て

今度勝負しようかと頭までは浮かぶのですが、いや

いや、もう無理だ、年寄りの冷や水で引っ込みがつ

かなくなるからといつも自分をセーブしていまし

た。あと、私自身は８RCゴルフコンペにも企画で崎

元君と芥川君に参加させて頂き感謝します。楽しか

ったです。有難うございます。 

私は今日、今から長崎で指導センターの総会があ

るので車で出かけ終わるとすぐ福岡に向かわなけれ

ばいけません。本田会長、岡副会長、田添幹事の思

いを聞くことが出来ずにすみません。今度本田君と

岡君の思いはゆっくり奄美の地で聞きますね。田添

君の話は私と一緒で来期ゆっくりされるでしょうか

らしっかり愚痴を聞きますよ。一年間お世話になり

ました。 

 

本田 実君 
本日の卓話でも話しますが、今日で本年度の通常例

会が終了となります。本年度例会にご出席いただい

た事に感謝いたします。 

 

八重野 一洋君 
６月１９日の入会３年未満新入会員セミナーにご参

加いただきました２１名の皆様、ありがとうござい

ました。有意義な時間を過ごせました。ニコニコし

ます。 

 

稲次 賢一君 田端 真人君 
先週末の新入会員研修はたくさんのメンバーの皆様

に参加していただきご教授頂きました。貴重な体験

をさせていただいた事に感謝してニコニコします。 

 

馬渡 圭一君 
先日の新入会員セミナー、担当委員会の皆様大変お

世話になりました。ロータリーの歴史の再確認がで

き、勉強になりました。また、バーベキューも楽し

ゅうございました。山瀧さんにはお世話になりまし

た。話は変わりますが、先週のニコニコで牛島さん

がお勧めされていた映画「トップガン」を見てきま

した。迫力と臨場感が尋常ではなく映画館の存在意

義がよくわかる良い作品だったと思います。藤井委

員長に宿題です。今週中に「トップガン」を見に行

って次回例会のニコニコで感想を４００字程度で述

べてください。 

 

藤井 寿人君 
前回最後の例会と勘違いして締めの挨拶をしてしま

いました。最終金額は９８４，２０２円でした。 

 

 

本日の合計       13,000 円 

本年度の累計     984,202 円 

 

 

 

 

 
 

田添 直記 幹事 

今年度がスタートして一年がた

ちますが、指名委員会が開催され

る前ごろに本田会長より幹事のご

依頼を受けました。お受けしよう

か迷っていたところ、岡副会長か

ら一緒にやろうと電話を頂きお受

けすることに決めました。そして、１１月の年次総会を

経て、被選理事会がスタートしました。前年度に副幹事

をさせていただいていたので、苦労は少なかったよう

な気がしますが、会長・副会長へ相談をしながら進めて

いきました。 

市内８ロータリー会長・幹事会においては、幸い各ク

ラブの会長や幹事を存じ上げている方が多かったので、

色々と相談をして他のクラブの活動と比べながら判断

をすることが出来ました。 

７月より本格的に年度がスタートしてからは、各委

員長さんのご協力のもと事業を推進してきました。途

中コロナの感染状況を見ながら休会等をしましたが、

幹事職をさせていただき、ロータリーの仕組みなどが

理解できるようになったような気がします。最後にな

りますが、一年を通じて、会員の皆さまのご協力のもと

どうにか終えることが出来ました。この経験を活かし

て皆さんのお役に立てるようになれればと思います。

これからも、よろしくお願いします。有難うございまし

た。 

 

岡 光正 副会長 

私は２０１１年に入会して１１

年が過ぎました。これからも続く長

いロータリー活動の中で、日の丸を

背に、このひな壇に座る事が出来る

のは 3 回だと思います。2016 年に山

瀧会長の幹事をさせて頂いた時に

１回座らせて頂きました。今年、本田会長の副会長とし

て、２回目となる右側の席に座らせて頂きました。幹事

の時は、運営することで一生懸命で、前から見る景色を

あまり覚えておりません。 

本年、本田会長の右腕となり、神輿の担ぎ手の一人と

して１年間務めて来ましたが、本田会長の病欠も無く
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代行をすることはありませんでした。何より田添幹事

がしっかりとした運営をされましたので、私の出番は

殆どありませんでした。その代わりに、この前の席から

冷静に例会の在り方を観察することが出来ました。 

私が観察した景色について少しお話させて頂きます。

これは副会長の心の声として聴いて頂きたいと思いま

す。 

例会の始まりの点鐘が鳴ります。しばらく食事をと

った後に会長挨拶が始まります。会長挨拶の前に、本田

会長が原稿を何度も何度も読み返す姿を見て、会長挨

拶の責任と重要性を肌で感じておりました。本年度の

SAA 香月委員長の素晴らしい采配により、私語がなくな

り静かに会長挨拶を聞く姿勢は素晴らしいものでした。

数年前、ある新入会員から会長挨拶の時に、私語が多く

スマホを触る会員がいると指摘を受けたことがありま

した。会長挨拶は大変重要なものです。これからも会長

挨拶は、会長の気持ちなって聴いて頂きたいと思いま

す。 

続いて「出席者報告」ですが、我々ロータリアンは例

会に出席することが、最大の務めであり、義務でもあり

ます。欠席された場合は、是非メークアップに行って頂

き、修正出席率１００％を目指して欲しいと思います。

また担当委員会は、メークアップするように促して欲

しいと思います。次年度は、橋口ガバナー補佐の同行で

メークアップする機会が増えると思います。他のクラ

ブを見ると大変勉強になりますので多くの方に行って

頂きたいと思います。 

最近「ニコニコボックス」の在り方が少し変わったよ

うな気がします。本来ニコニコの意味は何だろうかを

考えますと、目標金額に達成することも必要だと思い

ますが、それよりも会員の皆様方がニコニコに込めた

メッセージをしっかりと伝えることだと思います。そ

れには、笑いや内容を批判するようなコメントは必要

ありません。ニコニコは、会員一人ひとりの唯一の発表

の場だと思いますので、大切に伝えて頂きたいもので

す。 

最後になりますが、例会を振り返り心の声を伝えま

したが、副会長として皆様方に支えて頂き、一年間を全

うすることができました。次年度の前田会長を会員の

一人として本年度の経験を活かし協力していきます。 

皆様方のご協力に感謝申し上げます。有難うござい

ました。 

 

本田 実 会長 

国際ロータリー第２７４０地区

２０２１－２０２２年度、ガバナ

ー塚崎君の運営方針は【 新しい

時代のロータリーを共に考え行動

しよう 】新型コロナウイルス感

染で人々の生活様式も変わり、感

染防止の観点より、３密の回避、人と人の体面を避け、

バーチャルでの会議・面会が主流となりました。 

私達は将来を見据えて進化し、時代に即した組織作

りを目指して行かなくては、ならなくなりました。 

本年度の佐世保中央ＲＣのテーマ、原点に帰り、新し

い時代へ 考動！！としました。ロータリーの基本は

例会出席です、多業種の代表の方と懇談し、新しい情報

の交換できる例会に出席する事を呼びかけ、また例会

欠席を補充する、他クラブ例会に出席するメークアッ

プ、パソコン上で出席できる E クラブを活用していく

こととしました。 

このコロナ禍の鬱々とした時代から、あたらしい時

代をむかえるため共に考動してきました。感染拡大状

況も治まらず、いろいろと制約のある中、各委員会活動

も思うように出来ませんでした。例えば、 

１、他クラブ例会に 出席するメークアップの中止 

（８ＲＣ会長幹事会での決定事項） 

２、来賓とご婦人を招待しての会長幹事交代式、  

創立記念式典、白浜海水浴場での清掃と納涼例 

会、新年例会、延寿会の延期 等がありました。 

しかし、支えてくれた 田添幹事 岡副会長 役員 

理事の皆さん 

及び会員一同、そして事務局員のおかげで、ここまで 

来ることが出来ました。みなさんありがとうございま

した。会長職をさせて頂き 人間として成長させて頂

きました。８ＲＣ，会長幹事と知り合い 他クラブの事

も知ることが出来ました。また、当クラブの役員、理事

の企業を訪問させて頂き、例会場では知りえない日常

【仕事内容など】を知ることが出来ました。次年度の前

田会長、バトンを渡します。応援をいたします。頑張っ

て下さい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

例会出迎えの親睦例会委員会のメンバー 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君        

次回例会６月３０日１８：３０～  

 

 

 

 

 


