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2018～2019 年度 新旧会長・幹事交代式

《2018-2019 年度 会長新任挨拶》
2018-2019 年度

森 豊 会長

本日は佐世保北ロータリークラブの会長・幹事交代式
に、
名誉会員であられます佐世保地方総監 海将 菊
地 聡 様におかれましては公務の大変お忙しい中
ご臨席賜りまして、心より御礼申し上げます。
峯観光丸の無事の着岸おめでとうございます。
峯会長、渡会幹事、湯口副会長はじめ理事役員の皆
様、長い航海本当にお疲れ様でした。
峯観光丸は順風満帆の航海のように拝見しており
ましたが、これには峯船長・渡会機関長の阿吽の呼吸
とも言うべき絶妙な采配による嵐など悪天候を避け
安全操舵の結果であると思います。
会長エレクトとしてそのお手並みを拝見させてい
ただきました。
爪の垢を煎じていただいても太刀打ち
できるものではなく、
只只その才覚にあやかれればと
存じます。
今後とも直前会長としてご指導いただけれ
ばと願っております。

でにし繋ぎ合わせダブルカヌーにしたものを双胴船
（カタマラン）というそうです。例えれば森オレンジ
丸はこのダブルカヌーに帆をたてたものかなと思い
ます。
私と松田幹事のダブルカヌーで風を受け進ませて
もらいますが、
これが凪になるとこの船はどうにも進
むことはできません。これを進ませるためには会員皆
様の絶大なるバックアップを追い風にさせていただ
ければこの一年を乗り切れるものと信じています。
私は時々極度の緊張感のあまり過呼吸で固まると
きがありますが、この年度だけはカタマランようにし
て、いろいろな困難がやってきても会員皆様のご支援
を信じ少々のことでは泰然自若としてソウドウセン
ようにがんばりたいと思います。
今年は 35 周年の年です。今まで以上の追い風が必
要な年であり、倍旧のご協力・ご支援をお願いいたし
ます
《2018-2019 年度 幹事新任挨拶》
2018-2019 年度 松田信哉 幹事

カヌーが横波からの転覆を防ぐ浮きのフロートを
アウトリガーと言いますが、
それをカヌーの大きさま
2018-2019 年度
Nenndo

会員の皆様よろしくお願い致します。

この度、2018 年～2019 年度の、佐世保北 RC の幹事と
して拝命されました松田信哉です。
まずは、大変お忙しい中、ご臨席賜りました海上自
衛隊、
佐世保地方総監の菊地海将に篤く御礼申し上げ
ます。
さらに、
この交代式のために、
何度も打合せを行い、
この場を設けていただきました近藤 S.A.A.を始めと
した次年度 S.A.A.の皆様、松尾親睦活動委員長を始
めとした次年度親睦活動委員会の皆様にも感謝申し
上げます。
また、
この会長幹事交代式にほとんど全ての会員に
出席していただきまして誠にありがとうございます。
私の入会は、2017 年～2013 年度の西川正美会長、
中野雄一郎幹事年度であった平成 24 年 7 月でした。
あれから、６年の歳月を経て、初代の松尾辰二郎幹
事から数えて３５代目の幹事として、
私はここに立つ
ことができました。
今日は、私にとって、
「はれの日」です。別に海外
に逃亡していたわけではございません。
入会して 3 年目に、
親睦活動委員会の副委員長に任
命されました。その翌年には初めて理事になり、森幹
事の下で副幹事をさせていただきました。
その翌年は
職業奉仕委員長をさせていただき、
そして本年度は親
睦活動委員長をさせていただきました。
一見すると、
順調にロータリー街道を歩んでいると
思われる方もいらっしゃると思いますが、それば、私
のロータリー活動の源流が、
今から遡ること１０年前
の映画友の会との出会いにあるからです。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
映画友の
会、
そこには今は亡き松尾辰二郎会員や川又正樹会員
も在籍され、既に退会された西川会員、日高会員も参
加されていました。
その時私は、
福岡から佐世保に帰ってきて半年も経
っておらず、今にして思えば、私の義理の父が北 RC
のメンバーというだけで、
ロータリアンでもないのに
よく映画友の会に入会できたのだろうか・・・と不思
議でなりません。今から思えば、ずうずうしいやろう
だなあと思われたに違いありません。
それでも、友の会の皆様は、私を快く迎えていただ
きました。
映画友の会では、毎回、映画鑑賞のあとにみんなで
食事をします。
食事の前に松尾会員が映画のうんちく

を語られました。私はその話を聞くのが大好きでした。
その内にいつしか毎回といっていいほど参加し映画
友の会に染まっていきました。
映画友の会ではもちろん映画の話をしますが、全員
がロータリアンなので、
例会の話やさまざまなロータ
リー活動の話をされます。
もちろん私はロータリアンでなかったので、
何のこ
とかわからずにただ聞いているだけでした。
それでも
そばにいれば自然と話の中に入ってロータリーって
何か楽しそうだなあと思って聞いていました。その中
で特に私の入会時の推薦会員になっていただいた宮
﨑会員が、
優しく丁寧にロータリーのことを教えてく
れました。
松尾さんは、帰りに乗る観光タクシーの中でいつも
「はやく、松田君もロータリーにはいらんばいけ
ん・・・」と口癖に言ってくれました。
今にして思えば、その時に私の中に「自分もいつか
はロータリアンに・・・」という意識が芽生えていっ
たのではないかと思います。
自分で事務所を立ち上げ、
独立して 1 年後に自ら申出
で北 RC に入会させていただきました。
私のこれまでのロータリー人生は非常に恵まれて
いたと思います。人に恵まれ、機会に恵まれ、それが
自分のビジネスにもよい影響を受け、仕事にも恵まれ
ました。これも私のロータリー活動の原点であります
映画友の会のメンバーのおかげであります。
幹事の重責は私にとってはチャレンジです。
覚悟の
上です。しかも本年度は 35 周年の節目になっており、
非常にやりがいを感じております。
森会長を盛り立て、
来年再びこの交代式の場で、本年度が素晴らしい年で
あったと全会員から拍手喝采を受けることができる
ように精一杯頑張りたいと思います。
《2017-2018 年度 会長退任挨拶》
2017-2018 年度 峯

徳秀 会長

本日は、佐世保北ロータリークラブ会長・幹事交代
式を開催するにあたりまして、
当クラブ名誉会員であ
られます海上自衛隊佐世保地方総監海将菊地聡様に
おかれましては、ご多忙のなかご臨席を賜り、有難く
厚くお礼申しあげます。
さて、
本日無事にこの日を迎えることができました
のも、これ偏に、私を支えて頂きました湯口副会長・
渡会幹事をはじめ役員・理事を含めた当クラブ
全員の皆様のお蔭であることに、
心より感謝申し上げ
ます。
一年を振り返って、
本日の例会卓話でもお話をさせ
て頂きましたが、特筆すべき事項としましては、①例
会場変更 ②事務局移転 ③My Rotary 登録 100% ④
RI 会長賞受賞確実 の４点になるかと存じます。何
れにしましても、会員の皆様方のご支援・ご協力は言
うに及ばず、
事務局窪田くんのご努力の賜物でありま
す。本当にありがとうございました。
さて、次年度森会長、松田幹事におかれましては、予
定者のステップを終了され、
いよいよ本番の時を迎え
られました。充分な準備も完了のことと思いますが、
健康に留意され、
ご活躍されますことを祈念致します。
最後になりますが、
次年度創立３５周年を迎える佐
世保北ロータリークラブが今後益々飛躍することを
祈念申し上げ、簡単粗辞ではございますが、会長退任
のご挨拶とさせて頂きます。 皆様、ありがとうござ
いました。
《2017-2018 年度 幹事退任挨拶》
2017-2018 年度 渡会祐二

もう！ 他者（ひと）のお役に立とう！」のクラブテ
ーマのもと、幹事という大役を務めるために、必死で
走った１年だったように思います。
会員の皆様にとっ
ては、
未熟な点などいろいろとご迷惑をおかけしたか
とは思いますが、皆様からのご協力、
応援をいただき、
何とか務めて参りました。ありがとうございました。
昨年、
幹事に就任するにあたっての挨拶としまして、
私から「恩」の言葉を申し上げましたが、皆様覚えて
おられますでしょうか。
これまでお世話になってまい
りました佐世保北ＲＣへの恩返しをしたいという決
意を込めての挨拶でした。
その言葉通り、私の幹事としての一年が、少しでも
クラブへの恩返しになったのならば幸いです。また、
まだ４２歳という若い年齢で幹事を務めさせていた
だき、
私自身の成長にも繋がったことを実感しており
ます。忙しくも楽しい一年間でした。そして、佐世保
北ＲＣがますます好きになった一年間でした。本当に
ありがとうございました。
末尾になりますが、森会長、松田幹事のもと、佐世
保北ロータリークラブが益々発展すること、
またご来
賓・ご参加の皆様のご多幸を祈念しまして、幹事退任
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。
《ロータリー鐘

伝達式》

幹事

峯 直前会長から森 新会長へ
「ロータリーの鐘」が伝達されました

２０１７～１８年度の佐世保北ロータリークラブ
の幹事を務めさせていただきました、
渡会と申します。
退任にあたり、一言、ご挨拶申し上げます
さて、昨年、緊張と不安の中で迎えた交代式から、
はや１年が経ちました。
峯会長のかかげる、
「ロータリー：自ら元気に楽し

《バッチ交換式》

森

新会長より峯 直前会長へ

《感謝状の贈呈》

森 新会長より峯 直前会長へ感謝状の贈呈

《感謝状贈呈》

森

新会長より渡会 直前幹事へ

森 新会長より渡会直前幹事へ感謝状の贈呈

《懇親会の様子》

平石晃一会員
交代式にあたり、2017-2018 峯会長、湯口副会長、渡
会幹事、理事役員の皆さん一年間ご苦労様でした。こ
の一年間充実したロータリー活動ではなかったでし
ょうか、また、次年度 2018-2019 森会長、
中野副会長、
松田幹事、理事役員の皆さん、ご苦労様です。すばら
しいリーダーシップを発揮され活躍を期待いたしま
す。
Ｓ.Ａ.Ａ.
近藤竜一 S.A.A.長 松永祐司副 S.A.A.
小川一貴君 三谷秀和君 田中幹人君 西沢 寛君
森新会長、松田新幹事御就任おめでとうございます。
本年度の S.A.A.一同一年間一生懸命務めてまいりま
す。楽しい例会にしていきます。皆様よろしくお願い
します。峯前会長、渡会前幹事大変お疲れ様でした。

《ニコニコＢＯＸ》
2017～18 年度
峯 德秀会長 渡会祐二幹事
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！ 他者（ひと）
のお役に立とう！」のクラブテーマのもと、一年間会
長幹事を務めさせていただきました。
会員の皆様には、
改めて一年間の御礼を申し上げます。
誠にありがとう
ございました。そして、いよいよ森・松田年度のスタ
ートです。
これまで培ってこられたロータリーの知識
と経験をもとにお二人がきっと素晴らしいクラブ運
営をされていかれると確信しております。
どうぞよろ
しくお願い致します。新しい年度のスタートにニコニ
コいたします！
2018～19 年度
森 豊会長 中野雄一郎副会長 松田信哉幹事
会員の皆様、
本日の会長幹事交代式にご出席いただき
ましてありがとうございます。
海上自衛隊 佐世保地
方総監の菊地 聡様におかれましては、
お忙しい中ご
臨席賜りまして誠にありがとうございます。また、交
代式の準備に早くから取りかかって頂きました
S.A.A.、親睦活動委員会の皆様、事務局の窪田様、大
変感謝しております。今日から、森・松田号は出航致
します。この一年間波有り、風有りと波乱の航海にな
るかと思いますが、
二人しっかりと舵を取っていきた
いと思います。一年間宜しくお願いします。
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

親睦活動委員会
松尾重巳委員長 八木順平副委員長
湯口純二君 東田賢二君 中川信次君 井上隆三君
鐘ヶ江和重君
峯会長、湯口副会長、渡会幹事 一年間大変お疲れ様
でした。森新会長、中野新副会長、松田新幹事 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 富田耕司君 藤井良介君
緒方信行君 中山 誠君 宮﨑有恒君 宮原明夫君
牧野博一君 蒲池芳明君 村瀨高広君 二ノ宮健君
小川 寛君 田島 慎君 公門新治君 松田亜由美君
峯会長、湯口副会長、渡会幹事、長くも短い一年間大
変お疲れ様でした。
これから暫くはゆっくりしてくだ
さい。森新会長、中野新副会長、松田新幹事、一年間
の運営に期待しております。是非頑張って頂きたいと
思います。会員一同盛り立ててまいります。事務局の
窪田さんにおかれましても森新年度のフォローをお
願いします。親睦活動委員会の皆さん、本日はお世話
になります。
事務局 窪田明子
峯会長、渡会幹事、一年間大変お疲れ様でした。森新
会長、松田新幹事、どうぞよろしくお願い致します。

本日の合計

委員 / 中島閏二 船津 学

53,000 円

松田亜由美

小西研一

累計 53,000 円
（記事担当

公門新治 ）

