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特集号 2019～2020 年度 新旧会長・幹事交代式
2019-2020 年度 会長新任挨拶》
2019-2020 年度 蒲地 芳明

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
池聡様におかれましては、公務で大変お忙しい中、ご
臨席賜りまして、心より御礼申し上げます。また、交
代式のため何度も打ち合わせを行い、この場を設けて
いただきました。宮﨑有恒 SAA 委員長を始めとした
次年度 SAA の皆様、八木順平親睦活動委員長を始め
とした次年度親睦委員会の皆様、大変感謝申し上げま
す。
私の入会は 2008～2009 年度の鳥越会長、緒方幹事
の時で平成 21 年 2 月でした。今年で 10 年目となりま
す。入会時には 25 周年の記念事業に巡り合い、今年
度では 35 周年の記念事業に参加する事ができ周年時
記念男として生まれてきたと思っております。
皆様か
ら愛された、前 森会長は今年 35 周年事業を立派に
成し遂げられました。私は 36 年目の会長として、次
に迎える 40 周年にむけた新たなスタートを切る事に
なります。会員数が 44 名→41 名となり、そのような
中、私には会員を増やさなければならない義務を背負

ってのスタートであると認識しております。今ではチ
ャーターメンバー会員数より、その後に入会された会
員数が半数を超えるようになりました。これからは村
瀬幹事の時代がきっと来ます。つまり若い世代が、佐
世保北ロータリークラブを支えていく時代です。それ
までに新入会員を増やしていく為の新たな取り組み、
満足感や達成感をもつ事業なども考える必要があり
ます。また今年度は仁川・松島との姉妹締結式が予定
されています。今回が記念事業としての締結式は最後
となるかもしれませんが、必ずや成功させたいと思っ
ています。今まで先輩諸氏から学んだ事、チャーター
メンバーの佐世保北ローターリークラブの発足時の
思いをしっかりと受け継ぎ、事業運営に全力で取り組
んでまいります。
皆様からのご指導やご鞭撻をお受けしながら、
成長
してまいりますので今後ともご協力の程よろしくお
願いいたします。

《2019-2020 年度 幹事新任挨拶》
2019-2020 年度 村瀬 高広

幹事

この度、佐世保北ロータリークラブの幹事という大
役を拝命しました村瀬高広でございます。お忙しい中、
ご出席頂きました海上自衛隊佐世保地方総監海将菊
地聡様、副官西山洋成様ありがとうございます。
また、
交代式の準備をして頂きました宮﨑有恒ＳＡＡ、八木
順平親睦活動委員長はじめ関係者の皆様ありがとう
ございます。そして本日ご出席頂きました。会員の皆
様に感謝申しあげます。
私は、2010～2011 年度の宮原明夫会長、峯徳秀幹
事の時、平成 22 年 7 月に緒方信行会員と二ノ宮健会
員の推薦で入会させて頂きました。
祖父と父もロータ
リアンで 3 代続けてロータリアンになれることを大
変嬉しく思いました。
ロータリーの活動の中で１つだけ頑張っているこ
とは例会の出席です。入会以来、9 年間 100％出席率
です。例会に出席することで北クラブの事が好きにな
っていきました。そして未熟な私に会員の皆様からロ
ータリーの事、ビジネスの事、人生の事、沢山の事を
教えていただきました。とても感謝しております。あ
りがとうございます。
少しでも恩返しができればと今回、蒲池芳明会長
のもと幹事という大役を務めさせて頂きます。
今まで
お世話になっている会員の皆様の為、そして自分自身
の成長の為、この一年間、蒲池芳明会長と共に佐世保
北ロータリークラブ皆様が笑顔で楽しくなるように、
一生懸命 頑張っていきたいと思います。どうぞ皆様
よろしくお願い致します。
簡単ではございますが幹事就任の挨拶とさせて頂
きます。一年間よろしくお願い致します。

《2018-2019 年度 会長退任挨拶》
2018-2019 年度 森

ました、SAA の宮﨑委員長、親睦委員会の八木委員長
始め委員の皆様に感謝申し上げます。
会長退任に当りまして一言御礼を申し上げます。本
年度は 35 周年事業をやりとげることができました。
これに尽きると思います。
令和最初の会長と平成最後の会長とよかとこ取りば
っかりでした。なんとかやれた今年度を漢字一文字で
表現すると、
「人」という漢字なると実感しました。
能無し会長を、松田幹事、役員、会員の皆さま、窪田
君の支えがあって人という文字になったと思います。
皆さまのお力添えで人前に出させてもらえたと思っ
ています。
泥舟森丸ようやく着岸に安堵いたしました。つたな
い会長ではありましたが、今年１年のご指導ご鞭撻あ
りがとうございました。
あとはオーバーホールをしてロータリーを楽しみた
いと思います。

《2018-2019 年度 幹事新任挨拶》
2018-2019 年度 松田 信哉

幹事

豊 会長

2019-2020 年度会長幹事交代式に当たりまして、名
誉会員の佐世保地方総監菊地聡様にはおかれまして
は、ご多忙中にも係わらずご臨席を賜り厚く御礼申し
上げます。本日の会長幹事交代式の準備運営に当られ

まず、海上自衛隊佐世保地方総監の海将菊地様、同
じく、海上自衛隊佐世保地方総監部の副官の西山様、
この度は、我が北ＲＣの会長幹事会交代式に、ご出席
賜りまして誠にありがとうございました。また、本日
の、この良き日を北ＲＣの会員の皆様と共に迎えられ
たことを大変喜ばしく思います。
私は、佐世保北ロータリークラブの栄えある第 35
代の幹事の任務を、この交代式をもちまして、終える
ことになりました。
思い起こせば、一昨年の会長幹事会交代式で、渡会
前幹事からバッジを渡された時には、幹事という任務
の重さ、というものの実感があまり湧いてきませんで
した。その後、毎回の例会をこなしていき、ガバナー
補佐訪問、ガバナー訪問と、一歩一歩階段を上がるよ
うに進むにつれ、昨年の 10 月くらいでしょうか！幹
事報告にも慣れ、やっと幹事として板についてきたよ

うに感じました。でも、もうその頃には、指名委員会
及び会長ノミニーの選任等、次年度に向けての準備が
着々と進んでおり、年が明ければ、階段を急に降りて
いくような思いがしました。
森、松田号の航海は、今日で終わりです。何とか港
に着岸しました。
私の推薦会員でもあった今は亡き初代幹事の松尾辰
二郎さん並びに第２６代目の会長を務められた宮﨑
会員に、推薦会員としての顔に泥を塗らずに済んだの
ではないか、と思います。
これからは、蒲池、村瀬号が出航いたします。くれ
ぐれも途中で座礁しないように皆様のご協力をお願
い申し上げますとともに、一年間の航海の果てに、来
年の会長幹事会交代式で無事着岸出来ますことを祈
念いたしまして、私の最後の幹事をお言葉とさせてい
ただきます。

《バッチ交換式》
森
松田

直前会長より蒲地
直前幹事より村瀬

新会長へ
新幹事へ

《ロータリー鐘 伝達式》
蒲地 新会長より森 直前会長へ

森

直前会長から蒲地 新会長へ
「ロータリーの鐘」が伝達されました

蒲地 新会長より松田 直前幹事へ

《感謝状の贈呈》

《懇親会の様子》
新会長幹事緊張されています。

蒲地 新会長より森 直前会長へ感謝状の進呈

菊池総監の乾杯の音頭で懇親会スタート
蒲地 新会長より松田 直前幹事へ感謝状の進呈

森

豊 前会長
松田信哉 前幹事
今日の会長・幹事交代式で、蒲池会長と村瀬幹事に
無事バトンを渡すことが出来ました。
今夜はぐっすり眠れそうです。会員の皆様、１年間
ありがとうございました。
Ｓ.Ａ.Ａ
宮﨑有恒君 湯口純二君 緒方信行君 古賀新二君
船津 学君 松田亜由美君 井上隆三君
本日は、新旧会長・幹事交代式を立派に運営しまし
たＳＡＡです。
旧会長・幹事お疲れ様！新会長・幹事期待していま
す。１年間ＳＡＡをよろしくお願いします。
親睦活動委員会
八木順平君 永田武義君 松尾重巳君 三谷秀和君
田島 慎君 小西研一君 茶村亜子君
鐘ヶ江和重君
森会長、松田幹事、１年間大変お疲れ様でした。
蒲池新会長、村瀬新幹事、１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盛りだくさんの内容と
なっておりますが、楽しみながら盛り上げていきます
のでよろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》

八木順平

親睦活動委員長

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
本日は、会長・幹事交代式にご出席いただきありが
とうございます。
ＳＡＡ、親睦活動委員会の皆様、事務局窪田さんあ
りがとうございます。
１年間頑張っていきますので、どうぞよろしくお願
い致します。
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

委員 / 平石

晃一

/福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君
相良一三君 中島閏二君 宮原明夫君 峯 徳秀君
牧野博一君 渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君
近藤竜一君 公門新治君 田中幹人君 西沢 寛君
中川信次君 二ノ宮 健君
蒲池新会長、藤井新副会長、村瀬新幹事、１年間の
運営楽しみにしております。
是非、頑張ってください。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蒲池会長のフ
ォロー、そして特に村瀬幹事の事をよろしくお願いし
ます。
ＳＡＡの皆様、新旧会長・幹事交代式お疲れ様でし
た。そして、親睦活動委員会の皆様、本日はお世話に
なります。
事務局 窪田君
森会長、松田幹事、１年間大変お疲れ様でした。
蒲池新会長、村瀬新幹事、どうぞよろしくお願い致
します。

本日の合計 49,000 円
中島

閏二

森

豊

中川

累計 49,000 円
信次（記事担当

田島

慎）

