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みなさんこんにちは。 

今月２８日（火）に梅雨明

け宣言がされましたが、今

年は雨が少ないので水不足

が心配です。晴天が続き暑

くなってくると、電気不足

が心配です。 

能力不足のたどたどしい

会長挨拶を、36 回も聞いて

頂いてありがとうございました。1 年間、無事に会長職

をできたのも役員、理事と会員みなさんの協力のおか

げでです。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 
本日は、会長・副会長・幹事交代式です。 

我々三役としての最後のニコニコとなります。 

今年度は、１年間皆様に支えていただきまして、誠に

ありがとうございました。皆様のおかげで、何とかゴ

ールに辿り着くことができました。 

本日で、新年度体制に交代することになりますが、新

年度の佐世保中央ロータリークラブが、よりよいク

ラブとなり、充実した活動ができることを祈念して

おります。 

 
前田 眞澄君 
先日の母の葬儀におきまして、たくさんの皆様のご

会葬を賜りありがとうございました。また、過分な

るご香料、供花を賜り合わせてお礼申し上げます。 

 

川島 千鶴君 
前田会長 

香月幹事と共に一年間頑張ります。よろしくお願い

いたします。 

 

香月 章彦君 
何卒よろしくお願いします。 

 

 

本日の合計       13,000 円 

本年度の累計     984,202 円 

 

 

 

2021～2022  2022～2023 

会長・副会長・幹事交代式 

 

司会 SAA  馬渡 圭一 

 開会の言葉          岡 光正  副会長 

 点   鐘           本田 実   会長 

 会長挨拶            本田 実   会長 

 副会長挨拶          岡 光正  副会長 

 幹事挨拶            田添 直記 幹事 

 出席優秀者表彰            本田 実   会長 

 新会長・副会長・幹事紹介 本田 実   会長 

  バッジの交換 

 鐘の伝達 

 

 ＳＡＡ交代             司会 新 SAA  井手 陽一 

 前会長・前副会長・前幹事への感謝状・記念品贈呈 

 前会長・副会長夫人への花束贈呈 

役員・理事・地区委員の紹介 前田 眞澄 会長 

 クラブスローガン発表    前田 眞澄 会長 

  会長挨拶          前田 眞澄 会長 

 副会長挨拶         川島 千鶴 副会長 

 幹事挨拶          香月  章彦  幹事 

 激励の言葉          四元清安  パスト会長 

 閉会の言葉                川島 千鶴 副会長 

 点     鐘          前田 眞澄   会長 

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：片桐康利、橋口輝宗、福田英彦、西村浩輝 

田雑豪裕、大久保厚司、崎山信幸 

本日の出席率８８.３７％：会員数４８名・出席３１名・欠席５名・出席規定免除会員７名・ビジター０名 

前々回の修正出席率９０.４７％：出席３２名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名 
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２０２１～２０２２  会長 本田 実 君 

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 蜜の回避、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、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ロータリークラブのテーマ、 

【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。しかし、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 

３, 白浜海水浴場での清掃と納涼例会 

４, 延寿会の延期   

５，例会の休会（12 回）      

などがありました。 

こういった状況の中、支えてくれた田添幹事、岡副会

長、役員、理事、および会員みなさま、そして今村事務

局員、ありがとうございました、おかげさまでここまで

来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、

例会場だけではみなれない、日常【仕事内容など】を知

ることもできました。 

1 年間ありがとうございました。 

 

 

２０２１～２０２２  副会長 岡 光正 君 

皆さん今晩は。開会の辞で、本年

度本田会長が掲げた、佐世保中央

ロータリークラブスローガン「原

点に返り、新しい時代へ  考

動！！」を言葉にさせて頂きまし

た。本田会長の側で見ていますと、

今年一年間掲げたスローガンの通

り、目標が達成できたという満足の表情をされており

ました。私のも副会長という立場で、組織を支える一人

として大変素晴らしい経験をさせて頂きました。 

この一年を振り返り、やり残した事や反省する事も

なく充実した一年でした。 

本田会長・田添幹事の副会長で良かった。一年間お世

話になり有難うございました。 

 

 

 

２０２１～２０２２  幹事 田添 直記 君 

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。 
 
 
２０２２～２０２３  会長 前田 眞澄 君 

本日、佐世保市議会の最終日の

お忙しい中、ご臨席賜りました朝

長則男佐世保市長並び多加子夫

人、大変ありがとうございます。本

年度並び次年度のクラブをまかせ

られた者として、これまでの活動

してきた事への確信とこれから行

動する事への後押しと成ります。合わせまして、多くの

会員の皆様と奥様方にご出席いただきましたことに対

しましても重ねてお礼申し上げます。また、本年度本田

会長、岡副会長、田添幹事、そして表舞台に立つことは

ありませんでしたが馬渡副幹事並び三君の奥様方、１

年間大変お疲れ様でした。 

先ほどの感謝状でもお分かりのように、三者三様の持

ち味でお互いが協力、おぎないながら、本田年度ならで

はの執行部を作ってこられました。是非、お手本にさせ

て頂きたいと思います。さて、ここからは次年度私事の

話をさせていただきます。クラブの運営方針は来週の

例会でお時間をいただいていますので、その時にお話

しさせていただくとして、本日はそれを集約したスロ

ーガン、「Spiral Uｐ by New Balance ＆ Sensitivity 

集おう、そして共に成長しよう！ 世界に１つの佐世

保中央 RC なんだから」についてお話しさせていただき

ます。ロータリークラブは１９０５年シカゴロータリ

ークラブの創立より今年で１１７年目を迎えます。そ

の１１７年の間、単年度制度においてロータリーの目

的を醸成するために親睦や色んな奉仕活動をたゆまな
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い連鎖性をもって行ってきています。それはまさに螺

旋階段を上ってゆくかのように上から見れば同じ事を

繰り返ししているように見えますが横から見れば、元

の位置には居なく常に向上している、スパイラルアッ

プであります。また、近年国際ロータリーはロータリー

だけでなく他の団体とも協力し合いながら奉仕活動を

行う方向性にあります。そういった意味ではスパイラ

ルを渦巻と解釈し、ロータリーの奉仕の渦の中に色ん

な団体や個人を巻き込んでともに活動していくという

意味も含ませていただきました。そしてそのたゆまな

い連鎖性を持ち続けながらどうしてロータリーは１１

７年間も続いてこられたかを考えたとき、それは次年

度初の女性国際ロータリー会長ジェニファー・ジョー

ンズ氏の所信表明に記載が有った「ロータリーの中核

的価値観」において、奉仕（サ－ビス）・親睦（フェロ

ーシップ）・多様性（ダイバーシティー）・高潔性（イン

テグリティー）、リーダーシップと言われる５つのカテ

ゴリーの中で時代のニーズは何かを常に新しいバラン

ス（均衡、調和）とセンシティビティー（敏感、感受性、

思いやり、気配り）をもって取り組んできたものによる

ものと考えます。偏（かたよ）りのない平等な考え方と

他を受け入れられる敏感性や思いやり、気配りは、組織

や団体の活動を持続可能なものにする要素と思います。 

そのようなロータリーの中において私たちが出来る一

歩は例会への出席やクラブが行う 諸行事に参加する

などで集うことと考えます。お互いが顔を合わせ、「や

ー」、「元気やった」、 

「どがんしよるとね」の一言から親睦は始まり、やがて

それはお互いが協力し合っての奉仕活動とつながって

行く。これがロータリークラブの原流です。この佐世保

で私たちは佐世保ロータリークラブでもなければ佐世

保北ロータリークラブでもなく、佐世保中央ロータリ

ークラブのメンバーです。世界にロータリーのクラブ

数は約３７，０００クラブ有ると言われています。私た

ちは３７，０００分の 1 の確率でこの佐世保中央 RC に

籍を置き、共に活動しているのですから、そういった人

との出会いや活動の場への出会いを大事にしていきた

いと思います。その思いを「世界に一つの佐世保中央 RC

なんだから」とさせていただきました。このスローガン

のもと１年間、佐世保中央 RCの為に、メンバーの為に、

そして私自身の為に行動していきたいと思います。１

年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２～２０２３  副会長 川島 千鶴 君 

只今、ご紹介頂きました

「2022-2023 副会長」を仰せつ

かりました川島千鶴です。本日

は、ご多忙の中、佐世保市長 朝

長則男様、たかこ御夫人をはじ

め、会員の奥様方にも多数ご臨席

を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。コロナ禍で、３年ぶりの開催出来ました事

をとても嬉しく思います。 

私は、ロータリー入会１５年目となりました。入会

５年目で幹事、そして１５年目に副会長と、節目節目

の年に大役を任せられ、とても光栄に思うと同時に責

任の重さを改めて感じております。 

なかなかコロナ禍が納まりそうも先が見えません

が、前田会長の思いで、少しでも活動していきたいと

思っていらっしゃいますので、これからの１年間、前

田会長、香月幹事のサポートをしつつ、会がうまくス

ムーズに活動出来ますように精一杯頑張らせて頂きた

いと思いますので、会員の皆様、どうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

２０２２～２０２３  幹事 香月 章彦 君 

経験の浅い水先案内人ですが、

みなさんにご指導を仰ぎながら、

ご協力いただきながら進めて行き

たいと思います。何卒よろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


