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このたび佐世保北ロータリークラブの幹事を拝命し
ました渡会と申します。就任にあたり一言ご挨拶申
し上げます。
まずは、ご来賓の朝長市長、畑田様にはお忙しい中、
会長幹事交代式にご来席いただきまして改めてお礼
申し上げます。また、盛大な交代式を開催頂き会員の
皆様にも厚くお礼申し上げます。
さて、私は、昭和 50 年 10 月の生まれで現在 41 歳
となります。このような風貌ですが、佐世保北ロータ
リークラブの中では三谷会員、船津会員に次いで 3
番目に若い会員となります。
平成 22 年 2 月に入会させていただき、当時は 34
歳でした。今年度が 8 年目のロータリアンとなります。
まだまだ若輩な私を幹事に任命していただきまして、
峯会長をはじめ、会員の皆様に心よりお礼申し上げま
す。
今年度、私が幹事に就任するにあたり、どのような
決意で幹事を務めていこうかと考えました。
いろいろと考えましたが、一つの言葉が頭に浮かび
ました。それは，
「恩」
（恩返しの恩）という言葉です。
私は、佐世保北ロータリークラブに入りまして諸先
輩にかわいがっていただき、また同年代の新しい友人
に出会えました。
仕事におきましても、会員の皆様からいろいろご紹
介をいただいたり、顧問にしていただくなど、これま
でに大変お世話になってまいりました。
とくに、平成 26 年に諸事情でしばらくロータリー
に参加できない時期があったのですが、久しぶりに戻
ってまいりましたときに、皆様に暖かく迎えていただ
き励ましていただいたことは、いまでも私の記憶に焼
き付いております。私の支えとなりました。
このように皆様から頂いた「恩」に報いることを、
私の目標としたいと考えます。この「恩」の気持ちを
もとに、一年間、峯会長を支える幹事として、佐世保
北ロータリークラブの発展のために粉骨砕身務めて
まいる所存です。そして、初代幹事の故・松尾辰二郎
会員から前年度の宮崎幹事まで、脈々と形作られてき
ました、北クラブの幹事の伝統に恥じないよう努力し
てまいります。
若輩な私ですので、まだまだ足りないことも目につ
かれると思います。その際は遠慮なく叱咤激励いただ
ければ幸いです。
末尾になりますが、佐世保北ロータリークラブの
益々の発展と、ご来賓・ご参加の皆様のご多幸を祈念
しまして、幹事就任にあたってのご挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。

《2016-2017 年度 会長退任挨拶》
2016-2017 年度 藤井 良介 会長

本日はご多忙中、佐世保北ロータリークラブ「新旧
会長幹事交代式」に朝長則男佐世保市長、スポンサー
クラブ佐世保南ロータリークラブ畑田明拡大補佐に
ご出席賜り、誠にありがとうございます。
振り返りますと会長としてのこの 1 年間は瞬く間
に過ぎて行きました。無事に大過なく過ごせたことは、
永田武義副会長、宮﨑有恒幹事をはじめ理事・役員の
皆様、事務局の窪田さんのお蔭と心より感謝いたして
おります。
永田武義副会長には 3 年毎に行われる韓国・仁川松
島ロータリークラブの第 11 回姉妹クラブ再締結式に
私の替りに出席して頂き、ありがとうございました。
宮﨑有恒幹事には、毎週の例会の準備、毎月の理事
会の資料のチェック、2740 地区との連絡等々、幹事
としてクラブ運営をはじめ様々な場面においてきち
んと対応して頂き、ありがとうございました。
今年度はＣＬＰを導入して 4 年目になり、クラブの
事業や委員会活動を考えて組織を従来型の 5 大奉仕
部門に近づけた委員会構成にしましたが、最後の例会
においてスライドでお示ししました様に予定通りの
スケジュールを終了することができ、委員長の方々に
はあらためて感謝と御礼申し上げます。
またクラブが所属する第 6 グループでは今年度ＩＭ
は開催されませんでしたが、他クラブとの交流、親睦
を深めるため、佐世保東ロータリークラブ、佐世保中
央ロータリークラブとの 3 クラブによる初めての合
同例会を開催し、懇親会では楽しいひと時を過ごすこ
とができました。ぜひ次年度も引き続き開催されるこ
とを希望します。
そして佐世保工業高等専門学校に一年の準備期間
をかけてインターアクトクラブを提唱し、4 月に長崎
で開催された第 2740 地区・地区大会において「加盟
認証状」伝達式を行うことができました。クラブ会員
の東田高専校長、顧問の森下教授には長期に渡り様々
な場面でご尽力頂き、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。そしてこれから佐世
保高専インターアクトクラブの活動を、物心両面にわ
たりクラブをあげて支援していきたいと思いますの
で、会員みなさまよろしくお願いいたします。

最後にこの一年間、会員の皆様にはご支援ご協力を
頂き心より感謝申し上げます。次年度、峯 新会長、
渡会 新幹事のもと佐世保北ロータリークラブの更な
る発展を期待しております。本日は誠にありがとうご
ざいました。
《2016-2017 年度 幹事退任挨拶》
2016-2017 年度 宮﨑 有恒

《2016-2017 年度 副会長退任挨拶》
2016-2017 年度 永田 武義

副会長

幹事

本日の例会では、佐世保北ロータリークラブ今年度第
43 回目の最終例会として無事終了することができま
した。そしてこの新旧会長幹事交代式にはご来賓とし
て朝長則男佐世保市長、
畑田明拡大補佐をはじめ多く
の会員に出席していただいております。一年間の幹事
の役目をやり遂げ、この日を迎えることができホッと
しております、満足感でいっぱいです。
振り返りますと一年前の交代式では、何事も前向きに
取り組む、藤井会長は私の理想の会長像と言いました
が、おかげさまでこの一年間切れ目なく仕事をいただ
き後期になっても佐世保東 RC、佐世保中央 RC との「合
同例会」に、そして一年がかりで「インターアクトク
ラブ」を佐世保高専に提唱することができました。
来週の新年度の例会からは、席はなるべく藤井会長と
は離れて座るようにしたいと思っております。
そしておかげさまで、二度目の幹事を経験させていた
だいて、ロータリーの事をまた少し勉強させていただ
きました。若い皆さんには、クラブも創立 33 年目を
終え世代交代をむかえております。
ロータリーでこれ
からどしどし経験をつんでいただき、ロータリーが楽
しいと思えるように頑張っていただきたいと思いま
す。
さて次年度峯新会長、渡会新幹事はわたくしと違っ
てきわめて常識人であります。渡会新幹事は弁護士と
いう職業柄、
文章作成能力をはじめクラブ運営はお手
のもと思います。お二人のリーダーシップのもと、さ
らなるクラブの発展を祈念いたしながら、この一年間
のクラブ運営に対しての役員理事はじめ会員皆様の
ご指導ご支援そして窪田事務局員に週報作成のお礼
を心から述べ、意を尽くせませんが幹事退任のあいさ
つとさせていただきます。
一年間、本当にありがとうございました。

副会長として 1 年を終わるにあたり、ひと言ご挨拶
申し上げます。まずは、佐世保北ロータリークラブの
皆さま、この一年間ご協力していただきまして有難う
ございました。
一年間を顧みれば、佐世保高専と厦門理工学院の国
際交流事業支援を始め、多数ありましたが、特に 11
回目を迎える韓国・仁川松島ロータリークラブとの
「姉妹クラブ再締結式」には、藤井会長の代理で私が
調印式に臨むことでした。
思い返せば式場で宮﨑幹事が、調印式が順調に進む
ように、側で緻密な指示やアドバイスをしてくれまし
た。お陰さまで、豊島国際奉仕委員長と無事調印をす
ることが出来ました。そのあとの懇親会では緒方国際
副委員長、宮原 R 財団委員長を始め、奥さま方全員参
加の演技で思い出に残る立派な式典を終ることが出
来ました。 宮﨑幹事“ありがとう”貴方のお陰です。
そして佐世保工業高等専門学校に、
長年の夢であった
インターアクトクラブを提唱することが出来ました。
クラブフォーラムでは多様なご意見がありましたが、
一年をかけて 2 月 25 日には佐世保高専で「結成式」
を行い佐世保北ロータリークラブの歴史に残る立派
な事業を成立することが出来ました。
超多忙な医師としての仕事をやりながら 1 回も休む
ことなく卓越した頭脳と包容力で今年度の全事業を
成遂げられた藤井会長 そして、ロータリーの事は全
て知り尽し生字引の宮﨑幹事を始め、理事・役員・会
員の皆様に、
副会長として心を込めて感謝申し上げま
す。これから、佐世保北ロータリークラブがますます
発展することを祈念申し上げ、私の挨拶とします。
この一年間 ほんとうに有難うございました。

《ロータリー鐘

伝達式》

藤井直前会長から峯 新会長へ
「ロータリーの鐘」が伝達されました

《感謝状の贈呈》

峯新会長より藤井直前会長へ感謝状の贈呈

《バッチ交換式》

峯 新会長より宮﨑直前幹事へ感謝状の贈呈

《感謝状贈呈》

《退会のご挨拶》

小西宗十君
平成元年 9 月、故東島秀明会員と二ノ宮健会員の推薦
で、佐世保北クラブに入会して以来、今日まで 28 年
間、会員皆さまの友情に囲まれ、心行くまでロータリ
ーライフを楽しませていただきました。
46 歳で東京から佐世保に帰郷してほぼ 30 年になりま
すが、佐世保での私の生活はロータリー抜きでは考え
られません。わがままな会員で、いただくものは両腕
いっぱいにいただきながら、これといったお返しがで
きなかったことは心残りですが、どうぞロータリーの
友情に免じてお許しください。長い間のみなさまのご
厚誼・ご親切に心から感謝申し上げます。
今日をもちましてロータリアンではなくなりますが、
ＯＢ会員の登録もさせていただきました。どうぞこれ
からも見かけたときは「おい」と呼んでください。
最後に佐世保北クラブのますますのご発展と、
会員皆
様のご健勝・ご多幸を祈念いたしまして、退会のご挨
拶といたします。
田実貞昭君
会社の異動によりまして、7 月 1 日付けで弊社関係会
社の「九州自動車リース」に出向になりました。
北ロータリークラブには、2 年間と短い間でしたが、
藤井会長はじめ会員皆さま方には、
大変お世話になり
ました。特に還暦のお祝い、玄海原子力発電所見学会、
そして北斗会など、暖かく接して頂き大変感謝してお
ります。北クラブはアットホームでフレンドリーであ
ることはもちろん、ロータリークラブが目指す精神や
基をもしっかり抑えている、たいへん素晴らしいクラ
ブだと思います。そこに 2 年間過ごさせていただいた
ことは大変光栄であり、とても貴重な経験でした。あ
りがとうございました。私の後任は、福岡、本店から
参ります中川と申します。もちろん加入させていただ
く予定でおりますので、
私同様どうぞよろしくお願い
します。それでは、今後とも北ロータリークラブが、
峯新会長のもと益々発展されることをお祈りいたし
まして、お礼の挨拶とします。 2 年間、公私に渡り
大変お世話になりました。ありがとうございました。

《ニコニコＢＯＸ》
2016～17 年度
藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事
佐世保市長 朝長則男さま、拡大補佐 畑田明さまをお
迎えしての交代式が無事終わり、これで私たちの役目
をすべて終了することができ、ほっとしております。
佐世保北ロータリークラブの今後 益々の発展と、峯
新会長、渡会 新幹事はじめ、次年度 理事役員のご活
躍を祈念いたします。本日はＳＡＡおよび親睦活動委
員会には、お世話になります。
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

2017～18 年度
峯 德秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事
前年度の藤井会長、永田副会長、宮﨑幹事には一年間
たいへんお疲れ様でした。ありがとうございました。
いよいよ新年度です。引き継いだ私どもで、この一年
間頑張って参りますので、会員の皆様にはどうぞよろ
しくお願い致します。
Ｓ.Ａ.Ａ.
小川一貴君 西沢 寛君 村瀨高広君
平石晃一君 近藤竜一君 田中幹人君
藤井会長、永田副会長、宮﨑幹事、また役員理事の皆
さん一年間お疲れ様でした。いよいよ峯、渡会丸の出
航となります。親睦委員会と協力しあい、スムーズな
司会進行と引き締まった会場運営を行いますので、会
員の皆様のご協力を、よろしくお願いします。事務局
の窪田さん、ピアノ演奏の木原さん、よろしくお願い
します。
親睦活動委員会
松田信哉君 古賀新二君 松尾重巳君 田島 慎君
八木順平君 東田賢二君
松田 亜由美君 鐘ヶ江 和重君
藤井会長、永田副会長、宮﨑幹事 一年間大変お疲れ
様でした。峯新会長、湯口新副会長、渡会新幹事 一
年間の長丁場ですが、よろしくお願い致します。今年
度の親睦活動委員会はいろいろとご迷惑をお掛けす
ることもあろうかと存じますが、一所懸命頑張って、
盛り上げて行く所存でございますので、ご指導、ご鞭
撻のほど、よろしくお願い致します。
豊島揆一君 福田俊郎君 鳥越敏博君 岡井正明君
緒方信行君 宮原明夫君 森
豊君 牧野博一君
松永祐司君 小川 寛君 公門新治君 船津 学君
中野雄一郎君 二ノ宮 建君
藤井会長、宮﨑幹事一年間大変お疲れ様でした。
峯新会長、渡会新幹事一年間の長丁場ですが、よろし
くお願い致します。ＳＡＡの皆様、親睦委員会の皆様
も頑張ってください。窪田さん、木原さん、よろしく
お願いします。
事務局 窪田明子
藤井会長、宮﨑幹事 一年間お疲れ様でした。峯新会
長、渡会新幹事、どうぞよろしくお願い致します。

本日の合計

松永祐司

船津 学

48,000 円
松田亜由美

累計 48,000 円
（記事担当

公門新治 ）

