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会長　飯田　満治君

まさに本日の例会が、今年度
最終例会となりました。近隣の
多くのロータリークラブの会長幹
事の皆さんも本日、佐世保ロー
タリークラブに訪問いただきました。ともに
本年一年間頑張った仲間です。訪問していた
だいたお礼とともに、一年間の努力に心から
お労いを申しあげます。
そして、佐世保ロータリー会員の皆様、60
周年を迎えた佐世保クラブの中で、一緒に新
しい一歩を踏み出し、新たな歴史を作ろうと
みんなで時間を共有して、共に汗を流してい
ただきました。心から感謝申しあげます。
本日は、60周年事業を振り返っての感謝の
例会を開催いたします。多くの事業をいたし
ました。主に新世代奉仕をテーマとした一連
の記念事業でございました。関係の多くの佐
世保市民の皆様には、私たちの日頃の活動に
たいして、一定の認知をいただいたものと確
信いたしております。会員の協力と支援に、
改めてお礼申しあげます。大変忙しいロータ
リー年度でありました。皆さんにとりまして、
この一年がいい思い出になる年であれば幸い
でございます。
一方、3月に発生した東日本大震災は、ま

さに私たちの経験したことのない、我が国に
とって本当に重大な出来事でありました。わ
が国全体で大きな傷を負ってしまいました。
これからも国民全員、力を合わせて、復興し
ていかなければなりません。
震災被害の鎮静を願って、記念式典と懇親
会は中止をさせていただきました。平戸ロー
タリークラブの皆さんの50周年と連動して、
お祝いの会をいたす予定でした。事情が事情
だけに、別の機会を得て、テーマも新たに、
改めて多くの来訪者が楽しく集う会の催行を
希望する次第であります。
なお、私たち佐世保クラブのスポンサーク
ラブである福岡ロータリークラブと長崎ロー
タリークラブには、感謝状と記念品をお送り
いたしました。また、会員の皆様には、全員
に60周年の記念品として帽子をお配りいたし
ました。
長かった梅雨もどうやら明けそうです。本
日最終例会にあたり、会員の皆様、一人ひと
りへ感謝とお礼を申しあげます。そして、佐
世保ロータリークラブのますますの発展と、
本日一緒に例会に出席いただいたみなさんの
ご健勝を願って、ご挨拶といたします。

会　長　挨　拶

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 
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○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ゲスト
佐世保南RC 会長　鶴田　　司君

幹事　中島　洋三君
平戸RC 副会長　川上　岩三君

幹事　貞方　正一君
有田RC 会長　西山　典秀君

副会長　深川　祐次君
嘉村　泰幸君
蒲原　健次君

佐世保西RC 会長　鴨川　　潔君
次年度幹事　副島　洋平君

北松浦RC 副会長　福田　敏幸君
幹事　森山　政幸君

佐世保北RC 会長　宮原　明夫君
幹事　峯　　徳秀君

佐世保中央RC 会長　田雑　豪裕君
幹事　南部　　建君

幹事　古賀　　巖君

1．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

米山功労者　感謝状
福田　金治君

2．2010-2011年度ガバナー 高原　武彦君
国際青少年交換委員長 瀬戸口智彦君

東日本大震災の為、第2820地区交換学生ケ
イト・マクマホン　ホストファミリー並びに
ホストクラブについて

３．第9グループガバナー補佐 渡邊　修志君
第10グループガバナー補佐 澤山　俊雄君

ホストクラブ長崎南RC会長 津田　尚幸君
第9・10グループインターシティーミーティ
ング報告書送付について

４．第5グループ2011～2012年度ガバナー補佐
山本　浩平君

IM開催日について
2012年2月18日貍
ホスト：佐世保中央RCクラブ

５．西海学園高等学校 校長　菅沼宏比古様
第49回西海珠算選手権大会終了について

（お礼）

次年度親睦活動委員会 委員長　円田　浩司君

役員交代式並びに記念懇親会

日時／平成23年7月2日貍
18:30～

場所／役員交代式
佐世保玉屋8階文化ホール
記念懇親会
佐世保玉屋7階文化ホール

○ホームクラブ出席100％表彰

木村　公康君、幸良　秋夫君
闍田　俊夫君、米倉洋一郎君
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クラブ奉仕委員長　米倉洋一郎君

佐賀RC 会長　荒尾　眞人君
佐世保ロータリークラブの益々のご発展を
お祈りいたします。

佐世保南RC
鶴田　　司君、中島　洋三君

平戸RC
川上　岩三君、貞方　正一君

有田RC
西山　典秀君、深川　祐次君

蒲原　健次君、嘉村　泰幸君

北松浦RC
森山　政幸君、福田　敏幸君

佐世保西RC
鴨川　　潔君、副島　洋平君

佐世保北RC
宮原　明夫君、峯　　徳秀君

佐世保中央RC
田雑　豪裕君、南部　　建君

創立60周年記念事業を振り返り感謝する貴
クラブの最終例会にお声かけいただき、あり
がとうございます。飯田会長、古賀幹事、一
年間ご苦労様でした。

飯田　満治会長、木村　公康副会長
古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事
一年間ありがとうございました。激動の一年

間でしたが、なんとか年度末を迎えることがで
きました。会員の皆様に感謝申しあげます。

円田　三郎君、武井　洋一君
永年表彰（40年以上）ありがとうございま

した。

山縣　義道君、中島　祥一君
大神　邦明君、遠田　公夫君
感謝状をいただきありがとうございました。

SAA 大神　邦明君
クラブ奉仕理事　　　　　　米倉洋一郎君
親睦活動委員会　　委員長　富永　雅弘君

副委員長　川冨　正弘君
出席委員会　　　　委員長　平尾　幸一君

副委員長　円田　浩司君
一年間、例会及び親睦にかかわる全ての会
合に多数出席いただき、大変ありがとうござ
いました。

安福鴻之助君
佐世保南RCの鶴田会長をはじめ、各クラ

ブより多くの方のご出席をいただき、ありが
とうございました。

梅村　良輔君
佐世保南RCの鶴田会長様、佐世保北RC宮原
会長様、ご来訪有り難うございました。又、
一年間の重責本当にお疲れさまでした。今か
らは私共を宜しくご指導くださいますようお
願い申しあげます。

西村正一郎君
佐世保南RCの鶴田会長様のご来訪を歓迎

します。今年度一年間、ご苦労様でした。

森　　信正君
飯田会長他、役員の方々、一年間お疲れさ
までした。今月の水曜は、今日以外すべて業
界行事と重なり失礼しました。また、結婚祝
いありがとうございました。

木村　公康副会長、幸良　秋夫君
F田　俊夫君、米倉洋一郎君
ホームクラブ出席100％表彰ありがとうご

ざいます。

ニコニコボックス 本日合計 41,000円

累　　計 848,000円

◇

ニコニコボックス
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佐世保南RC 鶴田　　司会長
皆様、こんにちは。
佐世保ロータリークラブに於

かれましては、このたび創立60
周年という、節目の年を迎えら
れ、誠におめでたく、心よりお
祝い申しあげます。
この記念すべき例会に、七つの子クラブを
も参席させていただき、そのご厚情に深く感
謝いたしますとともに、大変嬉しく存じてい
るところであります。七つのクラブ会員、そ
して本日同席の会長幹事の皆様方ともども、
重ねてお慶び申しあげる次第であります。
一口に60年と申しますが、その頃は戦後間
もない時期、一日の糧

かて

をどうするか、みんな
が自分のことで精一杯、多くの方々が困窮し
ていた、世相混乱の時代であります。そんな
時期にもかかわらず、佐世保クラブの大先輩
達は、いち早く地域社会に手を差し伸べられ、
少しでも豊かで、明るい社会を目指さなけれ
ばと、必死の努力をして来られました。
地区内ロータリアンの平均年齢は存じませ
んが、その頃生まれた方は、還暦を過ぎてお
られますし、佐世保ロータリークラブの誕生
そのものが、自分の生まれる前という会員の
方々も、相当数いらっしゃるのではないでし
ょうか。
このことだけでも流れてきた歴史の重み、

深さを感じますし、そして何よりも本年度の
記念事業や、大々的だった50年史から伺えま
すことは、60年の実績に裏打ちされた佐世保
ロータリークラブの底知れぬ磐石の体制、力
量であります。
さらに、現在あまたロータリークラブのあ
る中で、九州で6番目に誕生とお聞きしたこ
とから考えましても、県庁所在地以外の都市
では、いの一番の創立になると思われます。
今更ながら佐世保クラブの先見の明に、平伏
させられてしまいます。
そんな佐世保クラブを、私たち子クラブは

常に、尊敬の念をもって手本にして参りまし
た。しかしながら、親と子の関係はいつまで
経っても親と子であります。いまだに足もと
に辿り着くことが出来ない状況は如何ともし
がたく、どうか末永く温かいご指導を頂戴で
きればと、願っているところであります。
さて、記念事業は毎月のように行われたと
伺っております。特出すべき事業は、5月1日
の宇久島映画祭でしょうか。市長にも宇久島
まで来ていただき（選挙後最初の公務）、佐
世保ロータリークラブ始まって以来の2泊3日
の事業で、30名の会員に参加により実施され、
会員間の連帯感が一層高まったそうです。
また、小中学校への校名入りテント寄贈

（10校）は、予想以上に喜んでいただいたそ
うです。
本日の記念例会には「感謝」の言葉が付い
ております。長い年月の流れの中で、感謝と
いう想いを馳せられるのは、チャーターメン
バーをはじめとする多くの先人先輩方、そし
て今、同じ時代を活動しているクラブ会員、
また全てのロータリアン、或いは理解ある地
域社会の方々かも知れません。でも私たち七
つの子クラブにとりましては、佐世保クラブ
こそが正にその「感謝」の気持を向け続けら
れる対象、相手にほかならないのであります。
どうか佐世保クラブに於かれましては、こ
れまでの60年の歴史、活動実績を礎

いしずえ

に、地区
内トップレベルのクラブとして、この先70年、
100年に向け、益々ご発展されますよう祈念
いたしますとともに、常に私達の親クラブと
して、お導きいただきますようお願いを申し
あげ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

佐世保RCパスト会長感謝の盾贈呈（55周年
～59周年まで）
2005-2006年度会長　山縣　義道君
2006-2007年度会長　中島　祥一君
2007-2008年度会長　大神　邦明君
2008-2009年度会長　遠田　公夫君
2009-2010年度会長　橘闍 克和君

パスト会長への贈呈式

ご あ い さ つ
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山縣義道パスト会長挨拶（第55代会長）
感謝状をいただきましたので

一言お礼申しあげます。
私が一年間会長を全うできま

したのも役員および理事をはじ
め会員の皆様のご協力によるも
のであります。お陰さまで佐世保クラブの歴
史に1ページを重ねることができました。佐
世保クラブが10年、20年と更に発展していく
ことを祈念いたしましてお礼の言葉といたし
ます。有り難うございました。

佐世保ロータリークラブ永年表彰（入会40年以上）
松尾　弘司君

（昭和37年4月11日入会・49年2ヵ月）
円田　三郎君

（昭和41年3月12日入会・45年3ヵ月）
武井　洋一君

（昭和41年6月 1 日入会・45年1ヵ月）
田中丸善保君

（昭和44年4月23日入会・42年2ヵ月）
副島　正義君

（昭和46年2月24日入会・40年4ヵ月）

■中島　祥一実行委員長
60周年事業は、新世代奉仕を柱
として、60周年記念実行委員会に
て、部会ごとに着実に計画・準備
を行い、昨年12月の長崎国際大学
ローターアクトクラブによる、犬

のふれあいイベントをかわきりに、本年6月ま
でほぼ毎月のように実施いたしました。
会員の皆様には、多大なご負担をお掛けいた
しましたが、自ら活発に活動して頂いて、無事
に年度末を迎えることが出来ました。心より感
謝申しあげます。会場内に、60周年事業の簡単
なパネルを掲示しておりますのでご覧になって
ください。

①ローターアクトクラブ主催　犬のふれあいイ

ベント

12月5日豸 松浦公園で実施いたしました。
長崎国際大学ローターアクトクラブ主催で、
計画・実施いたしましたが、準備段階からロ
ーターアクト担当委員会だけでなく、多数の
会員の方々にお手伝いいただきました。
当日は、約1000人近くの犬好きの市民の

方々に集まっていただきました。
このイベントを通して、ローターアクトメ
ンバーが良い経験を積むことが出来たと感じ
ております。

②島瀬公園　桜植樹

1月26日貉 例会の時間に、島瀬公園にて桜
の植樹を行いました。佐世保市役所から副市
長、四ヶ町商店街から理事長をはじめ三役の
方々に出席いただき実施いたしました。
会長のたっての希望により、会員全員に植
樹の土かけをしていただきました。
佐世保市中心商店街の公園に、ソメイヨシ
ノを植樹するという珍しさもあって、テレビ
でもご紹介いただき、市民の皆さんに紹介が
出来ました。そして、3月中旬には、みごと
満開の花を咲かせることが出来ました。

③創立記念例会及び物故会員慰霊祭

2月2３日貉 夜に、創立記念例会及び物故
会員慰霊祭として会員だけで実施いたしまし
た。
会場内に献花台を設け、当時のお写真を掲
げ、創立55周年から本年度までにお亡くなり
になられた会員の方々に哀悼の意を捧げ感謝
の意を表し、献杯いたしました。

創立60周年記念事業の報告

永年会員表彰



（6）（6）

④東日本大震災 義援金贈呈（佐世保市役所）

300万円

3月11日に発生した東日本大震災の義援金
300万円を、3月23日貉に60周年記念事業費の
中から、佐世保市長に手渡しいたしました。
これは、佐世保市役所から全国市長会を

通じて直接被災地に分配されるそうであり
ます。

⑤合併町の小中学校への校名入りテント寄贈

2010年４月に合併した、江迎町・鹿町町の
小中学校と宇久島映画祭を計画した宇久町の
小中学校へ校名入りテントを寄贈いたしまし
た。佐世保市に合併したものの、佐世保市立
と記載されたテントが無く、学校行事の際は
裏返しで使ったりしているという情報を得
て、佐世保市立と表記したテントを寄贈する
ことにいたしました。
さらに、本年4月に旭中学校と花園中学校

が統合され発足した、鐵園中学校にも寄贈い
たしました。
藺4月20日貉
江迎中学校、江迎・猪調小学校

藺4月22日貊
鹿町中学校、鹿町・歌ヶ浦小学校

藺5月1日豸 宇久島映画祭の中で、宇久中学
校、宇久・神浦小学校
藺6月9日貅 中体連の壮行会の中で、全校生
徒の前で鐵園中学校へ寄贈しました。
各学校一張りずつの寄贈でありましたが、い
ずれの学校も、想像以上に大変喜んでいただき
ました。

■長島　　正副実行委員長
⑥宇久島映画祭

会員の皆さんには、計30名も
4月30日から、2泊3日や1泊2日
で宇久島に渡っていただき準備していただき
ました。
宇久小学校体育館と宇久地区公民館を会場
に、5月1日豸 35mmの映画を3本上映と、税
務・法律・公証人役場無料相談会を実施しま

した。
人口2,700人の宇久島で、のべ500人の島民
の方々に見ていただきましたが、35mmとい
う映画館と同じ迫力ある映画を楽しんでいた
だきました。
また、相談会にも申し込みがあり、意義が
あったと感じております。
特に、佐世保ロータリークラブ始まって以
来、2泊3日という一大事業を通じて、会員間
の連帯感が一層高まったと感じております。
あらためて、会員の皆様方に心より感謝申し
あげます。

⑦姉妹クラブ台南RCからの義援金贈呈（佐世

保市役所）85万円

東日本大震災の義援金として、姉妹クラブ
の台南RCから託されておりました85万円を5
月25日貉佐世保市長に手渡しいたしました。
これも、佐世保市役所から全国市長会を通
じて直接被災地に分配されるそうでありま
す。長崎新聞にも大きく取り上げていただき
ました。

⑧ハイスクール茶会 in ハウステンボス

5月28日貍 ハウステンボスに於いて、高校
生のお茶会を実施いたしました。一度震災の
影響で順延いたしましたが、無事11校の参加
で実施できました。
広いハウステンボスの中で、学校ごとに9

ブース呈茶のコーナーを設けて、日頃のクラ
ブ活動の成果をご披露いただきました。
あいにくの雨でありましたが、多数の観光
客に体験いただき、材料が足らなくなり早め
に終了するほどの盛況ぶりでありました。
子ども達の、生き生きした目を見ると、お
茶による青少年育成や教育に果たす役割も大
きいと感じました。

⑨姉妹クラブ招聘事業

式典への招聘として、2010年12月12日～15
日に台南RCを訪問いたしました。
飯田会長、中島実行委員長、長島副実行委
員長、池田懇親部会長、福田姉妹クラブ部会
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長、古賀幹事で訪問し式典への出席をお願い
してきました。さらに、2011年2月7日～12日
には、中島実行委員長、長島副実行委員長、
池田懇親部会長、福田姉妹クラブ部会長、藤
井会員の5名で、アメリカのラホヤRCを訪問
し、式典への出席をお願いしてきました。

以上、60周年事業の報告でございました。
式典・懇親会は残念ながら、社会状況を見て
見合わせ致しましたが、記念事業につきまして
は、計画通り無事全てが終了いたしました。
会員の皆様に改めましてこころより感謝申し
あげます。ありがとうございました。
尚、60周年記録誌につきましては、西村部会
長の下、只今次年度中に完成予定で作製中でご
ざいます。
以上をもちまして、60周年事業の報告を終了
いたします。

＊次回例会予告＊

クラブ協議会

2011～2012年度 役員交代式 平成23年7月2日貍
佐世保玉屋8階文化ホール
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クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 高橋　理一

（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：石井　正剛、高橋　理一）

平成23年7月2日貍 佐世保玉屋7階文化ホール


