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　以上の段取りで進めて行きますので宜しくお願
いします。
　有り難うございました。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　佐世保南RC　会長　馬郡　謙一さん

	 幹事　円田　浩司さん

１．㈶ロータリー米山記念奨学会
 理事長　板橋　敏雄さん
　	米山功労者表彰　福田金治さん
　第21回メジャードナー

２．松浦RC 会長　百武　裕二さん
　　創立40周年記念実行委員会
 　委員長　武部　勝海さん
　	松浦RC創立40周年記念式典	ご出席のお礼が届
いております。

３．大村RC
　週報No.36～43が届いております。

４．長崎国際大学RAC 会計　垣口　理穂さん
　	ホスト：諫早RAC	平和集会参加報告書が届い
ております。

５．西海学園高等学校 校長  菅沼宏比古さん
　	西海学園創立88周年記念	第51回西海珠算選手
権大会終了についてのお礼が届いております。

	 会長　長島　　正さん

　皆さん今日は。7月の参議院選
挙の前哨戦と位置付けた東京都議
選が行われ、自民党の候補者が全
員当選を果たし、4年ぶりに第1党
の議席を奪い返しました。公明党
も全員当選で自民・公明で過半数を大きく超えま
した。民主党は大幅に議席を減らし、共産党にも
追い越され、惨敗。来月の参議院選挙が都議選の
選挙結果と同様に進むのか、大変気になるところ
であります。
　さて、本日の例会がいよいよ最終例会となりま
した。昨年の7月4日の第1回例会から47回目の
例会となります。
　理事・役員の皆様をはじめ会員の皆様の温かい
ご支援とご協力を頂きまして今期を大過なく終了
する事が出来ます。心より感謝申しあげます。
　ご報告を1件致します。山下	登さんのご婦人
英子様より友愛基金へのご寄付を頂きましたので
ご報告致します。
　本日の例会も先週に引き続きクラブ協議会とな
ります。木村公康公共イメージ委員長、髙田俊夫
奉仕プロジェクト委員長、藤井	隆ロータリー財
団委員長の順番で、今期1年間の事業報告をして
頂きます。各理事の皆様宜しくお願いします。

　今後のスケジュールでございますが、
6月29日㈯　役員交代式	18:30　玉屋
7月	 5日㈮　監査	14:00　クラブ事務局
7月	 8日㈪　最終理事会	18:30　クッチーナ
7月10日㈬　例会時に会計報告をさせて頂きます。
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した。32年の長い間、先輩各位はじめ会員の皆
様には大変お世話になりました。
　RCには長い間の在籍でございましたが、その
間、何のお役に立つ事もできず申し訳ございませ
んでした。しかし、幸いな事にたくさんの友人と
思い出をつくることができました事に、心より感
謝申しあげます。
　又、退会に際しては長島会長、円田幹事にご迷
惑をおかけした事をお詫び申しあげます。なお、
私のあとには私共の会社の社長が入会させて頂
く予定ですのでどうかよろしくお願い致します。
　最後になりましたが、佐世保RCのご発展と会
員皆様のご健勝を祈念し、退会のご挨拶と致しま
す。長い間ありがとうございました。

藤井　　隆さん
　ノンポリロータリアンの私に対し、親しくお付
き合いいただきました皆様に心から感謝申しあげ
ます。
　最後に理事という大役を与えていただいた長島
会長に対して、退会届を出すことについても真に
申し訳なく思っています。
　松浦鉄道の内情を少しお話することで、退会の
事情説明になるとの思いから、会社のことを話さ
せていただきます。
　私は松浦鉄道の会長として1年、会長兼社長と
して、3年経過しました。そしてこの3年間、赤
字計上しております。これは安全第一を最優先す
る公共交通機関として、施設整備に手抜きがあっ
てはならないとの思いからであります。安全のた
めのコストは絶対に先送りしないという方針を貫
いています。
　また、経費削減。燃料費にいたっては、特命随
意契約から、競争入札に切り替えるなど、この3
年間、支出を徹底的に削減してまいりました。
　社員に対し厳しく求めながら、ロータリーの出
席や会費の納入など、「社員に申し訳ない」との
思いを、ずっと持ち続けていました。
　松浦鉄道はピーク440万人の乗降客が15年間毎
年減り続け、3年前には290万人を割り込み、平
均で10万人減り続けたことになります。
　お客様を増やす諸施策を展開し、ようやく、
23年度は2千人増。24年度は3万人の増加をみる
ことができ、減少に歯止めがかかったかなと考え
ています。
　地域の皆様のご支援があっての鉄道事業です。
どうか会員の皆様におかれても、小さいことでも

 親睦活動委員会　松尾　文隆さん

◯結婚記念月のお祝い
　城島　一彦・智子　さん	ご夫妻（1日）
　見藤　史朗・美智子さん	ご夫妻（2日）
　森　　信正・佳崇子さん	ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん	ご夫妻（18日）
　幸良　秋夫・幸子　さん	ご夫妻（20日）

 出席・例会委員会　委員長　有薗　良太さん
◯ホームクラブ100％出席

　米倉洋一郎さん
　髙田　俊夫さん
　高橋　理一さん

立石　徳雄さん
　本日退会します、立石徳雄です。本来なら例会
に出席してご挨拶すべきところですが、現在病気
療養中につき失礼します。長島会長はじめ会員皆
様のご健康をお祈り致します。

西村正一郎さん
　今年度最後の例会日に退会のご挨拶を申しあげ
ます。私は昭和56年2月に、今は亡き吉富勝次さ
んと森	繁さんのご紹介を頂き入会させて頂きま

慶　　　祝

退 会 挨 拶
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結構です。今後のご支援をお願いして、退会のご
挨拶といたします。
　お世話になりました。

高橋　理一さん
　長い間お世話になりました。

佐藤　丈治さん
　NTT西日本－九州佐世保営業支店の佐藤でご
ざいます。本来であれば、皆様方お一人お一人お
尋ねしご挨拶すべきところでありますが、例会の
貴重なお時間を頂きご挨拶させて頂くことをご容
赦ください。
　私事となりますが、会社の人事により今月末を
もって現職を退任することとなりました。歴史と
伝統のある佐世保RCに約3年間在籍させて頂
き、皆様方の温かいご支援により楽しく過ごすこ
とができ、心よりお礼申しあげます。特に、米倉
さんや事務局の山田さんには大変お世話になりあ
りがとうございました。
　後任には、大阪より岡村という者が参ります
が、皆様方のご推薦とご承認により引き続き佐世
保RCの一員として活動させて頂けますようよろ
しくお願いします。
　最後になりますが、皆様方の温かいご支援によ
り、私にとって佐世保は第二の故郷となりまし
た。今後ロータリアンとしてお会いすることはな
いかと思いますが、佐世保には遊びに寄せて頂き
ますので、下手なゴルフにでもお付き合い頂けれ
ばと思っています。
　皆様方におかれましては、お体には十分にご自
愛の上、いつまでも健やかにおられることを祈念
いたしております。3年間お導き頂き本当にあり
がとうございました。

	 出席・例会委員会　米倉洋一郎さん

佐世保南RC　馬郡　謙一会長、⻆　康隆幹事
　長島会長、加納副会長、円田幹事、平尾副幹
事、1年間お疲れ様でした。又、大変ご指導いた
だき感謝申しあげます。佐世保RC会員諸兄の1
年間のご支援にも重ねて感謝申しあげます。

長島　　正 会長、円田　浩司 幹事
平尾　幸一 副幹事
　1年間、皆様にお世話になりました。無事、今

年度最終例会を迎えることができました。

池田　　豊さん、中島　祥一さん
　長島会長1年間ご苦労様でした。1週間でパス
ト会長ですね。台湾は楽しかったですね。来年は
ゴルフで待ってます。

西村正一郎さん
　特に用事がある訳ではなく、特に会いたい人が
いる訳でもなく、毎週水曜日に顔を合わせるだけ
で自然に「こんにちは」の挨拶がでる。これを毎
週、毎月、毎年続けてゆくと、それはもう家族と
変わらない。出席してホッとする例会にありがと
う!!	佐世保RCにありがとう。そして皆さんあり
がとうございました。

藤井　　隆さん
　私は今日、佐世保RCを退会いたしますが、我
が佐世保RCは永遠に不滅です。お世話になりま
した。

高橋　理一さん
　長い間お世話になりました。

佐藤　丈治さん
　3年間本当にありがとうございました。佐世保
RCの益々のご発展と皆様方のご多幸をお祈り申
しあげます。

円田　浩司さん
　先週土曜日に無事に第1子が誕生しました。
　私自身、人の親になったという自覚はまだ全然
無いのですが、予定より数日早く生まれて、本年
度のニコニコに間に合わせてくれたあたりは、何
て親孝行な息子なんだろうと思ってしまい、早く
も親バカにはなってしまったようです。多くの方
にご心配いただき、ありがとうございました。
　今後ともよろしくお願いいたします。

長島　　正会長、加納洋二郎副会長
平尾　幸一副幹事、髙瀨　宏滋さん
坂本　　敏さん、木村　公康さん
大久保利博さん、坂元　　崇さん
米倉洋一郎さん、芹野　隆英さん
増本　一也さん、圡井　弘志さん
中川　知之さん、佐藤　　淳さん
古賀　　巖さん、有薗　良太さん
安部　直樹さん、遠田　公夫さん
中村　徳裕さん、石井　正剛さん

ニコニコボックス



（4）

玉野　哲雄さん、納所　佳民さん
西村正一郎さん、田中丸善弥さん
　円田浩司さんのご長男の誕生をお祝い申しあげ
ます。円田三郎さんおめでとうございます。

川冨　正弘さん
　7月15日のビーチクリーンアップに多数の方のご
参加をお願いします。という事でニコニコします。

見藤　史朗さん、富永　雅弘さん
幸良　秋夫さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

■社会奉仕部門　公共イメージ委員会
　　委員長　木村　公康さん

　○ロータリー情報委員会
　○雑誌・文献記録委員会
　○社会奉仕委員会

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■新世代奉仕部門　奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　髙田　俊夫さん

　○ローターアクト委員会
　○インターアクト・
　　青少年活動委員会

（今週の担当　髙瀨　宏滋）
（カメラ担当　見藤　史朗）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀨　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

＊7月  例会予定＊

　7月10日	 第2740地区
	 塩澤　恒雄ガバナー公式訪問

　7月17日	 会員卓話　石井　正剛会長

　7月24日	 一般社団法人	有田観光協会
	 専務理事　山口　　睦	様
※前号の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

■国際奉仕部門  ロータリー財団委員会
　　委員長　藤井　　隆さん

　◯国際青少年計画・世界社会
　　奉仕委員会
　◯財団奨学・米山委員会

　詳細は、クラブ活動報告書に掲載しますので
ご覧ください。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■2012〜2013年度
　　副会長　加納洋二郎さん

　1年間、副会長を務めさせて戴
きました。今年度の副会長は委員
会の担当もなく全くフリーな立場
の役職でした。
　振り返りますと、通期で 2度会長不在の折の
会長代行を行いました。やはりこの伝統ある佐
世保クラブの会長代行となると、その重責をひ
しひしと感じた次第です。
　さて、我がクラブの役員交代式は高々30分足
らずのセレモニーではありますが、やはり何と
も言えない張りつめた緊張感があります。これ
が“歴史と伝統”と言われる所以であり、これ
こそ佐世保RCの良さであり、重みであり、これ
からも大切に守っていかなければならない精神
的な財産であると思います。
　存在感の少ない 1年間でありましたが皆様の
ご協力に感謝致します。
　長島会長、円田幹事、平尾副幹事、大変お疲
れ様でした。

※

◇

ニコニコボックス	 合　　計	 60,000円
テーブルBOX	 合　　計	 30,000円
	 本日合計	 90,000円

	 累　　計	 990,000円



2013〜2014年度　役員交代式 とき／平成25年6月29日㈯　ところ／佐世保玉屋8階文化ホール

2013〜2014年度　記念懇親会 とき／平成25年6月29日㈯　ところ／佐世保玉屋7階文化ホール

来賓挨拶
名誉会員

佐世保市長

朝長則男 様

2012〜2013年度
会長挨拶

長島　正さん

2013〜2014年度
新会長挨拶

石井正剛さん

前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈
「お疲れ様でした」

地区委員紹介

司会
SAA 大神邦明さん

新役員、理事並びに監事紹介

司 会
新親睦活動委員長
木村公康さん

新会長挨拶　石井正剛さん

乾杯
名誉会員

陸上自衛隊 西部方面混成団長
兼相浦駐屯地司令

曽田健史 様

万歳三唱
次年度会長

円田　昭さん

会員バッヂ及び鐘の伝達

会長、副会長、幹事ご苦労様でした！

余興
singer

SHINOEさん（左）

役員交代式記念
ゴルフ大会表彰

役員交代式記念
囲碁・将棋大会表彰


