
                                                 

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

《新旧会長幹事交代式挨拶》 

『ロータリーへ感謝』 

                近藤竜一 会長 

 

今年度は、コロナ禍の影響により、人と人の接触を制

限され、ロータリークラブの活動も制限を余儀なくさ

れた年でありました。誰かが冗談で語ったように、「記

録には残らないけれども、記憶には鮮明に残る年だっ

たね…」と。まさにその通りの 1 年でありました。会

員の皆様におかれましても、いろいろな心配と対応の

中で過ごされた 1 年であったと推察いたします。その

様な中にあってもクラブ運営に多大なご協力を頂き

1 年を無事に終える事ができました。感謝の気持ちで

いっぱいであります。ありがとうございました。 

渡会会長、公門幹事におかれましては、2 年後には 40

周年事業、そして緒方ガバナー誕生の年に向けての足

掛かりとなる重要な 1年のスタートとなります。コロ

ナ禍の影響から抜け出る意味でも力強い 1 歩を踏み

出して頂きたいと思います。渡会会長のシンボルカラ

ーは、鮮やかなブルーであります。40 代の若い会長

で清々しい性格をよく表した色であります。渡会会長

のシンボルカラーのもとに会員皆様が結束すること

と思います。渡会会長、公門幹事のご活躍を祈念申し

上げます。 

佐世保北ロータリークラブの末永い発展と会員皆様

の益々のご健勝を祈念申し上げます。 

 

《幹事退任挨拶》 

松尾重巳 幹事 

本日をもって、佐世保北ロータリークラブ 2020-2021

年度の幹事の役を卒業させて戴きます松尾重巳です。 
1 年前、近藤竜一会長の元、幹事と言う大役に光栄で

あるとともに正直、不安がいっぱいの状態で就かせて

戴きました。 
前年の蒲池前会長の年度から引き続いてのコロナの

影響で近藤会長の運営方針も正常な状態での発表も

ままならずスタートし、非常に歯痒い思いをしました。 
その後もガバナー補佐訪問、ガバナー訪問、その他い

くつもの行事が正常な状態で行えない状態がほぼ１

年続きました。 
その状況下でも何とかやって来れたのも近藤会長、理

事役員の皆様、会員の皆様及び事務局の窪田さんの絶

大なるご協力があったからこそです。 
近藤会長の運営方針でありました「ロータリーへ感謝」

まさにその言葉通りでございます。 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

 会長/渡会祐二  幹事/公門新治   例会場/佐世保市上京町 3 番 2 号   セントラルホテル佐世保（毎週月曜日） 

 創立/1984.4.16  認証/1984.5.14  事務局/佐世保市京坪町 2 番 3 号   Ｎビル 3 階 TEL 0956-22-7144  FAX 0956-22-1201 

E－mail office@sasebonorth.org  Web http://www.sasebonorth.org 

  

特集号 2021-2022 年度 新旧会長・幹事交代式 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 

 



改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。 
2021-2022 年度は渡会会長、緒方副会長、公門幹事及

び新しい理事役員の方々に佐世保北クラブの運営の

バトンをお渡ししますのでよろしくお願いします。 
まだまだ暫くはコロナの影響があると思いますが 

必ず正常化でき、北クラブを盛り立てて戴けると確信

しております。 
私は諸事情により今期末で退会致しますがこの 5 年

10 ヶ月の間、いろいろな勉強をさせて戴き、また、

大変お世話になりました。会員の皆様に感謝申しあげ

ます。ありがとうございます。 
最後に佐世保北ロータリーの更なるご発展と会員の

すべての皆様のご健康とご多幸を記念申しまして 

はなはだ簡単ではございますが 私の挨拶に代えさ

せて戴きます。ありがとうございます。 
 

《2021-2022 年度 会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

このたび、私・渡会は佐世保北ロータリークラブの栄

えある会長職を拝命しました。歴代会長が務めてこら

れた当クラブの会長となることに、喜びと同時に身の

引き締まる思いです。 

就任にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。 

まずは、一年間、クラブをけん引してこられた近藤会

長、松尾幹事に心より感謝と敬意を申し上げます。コ

ロナ禍の中、クラブ運営に大変なご苦労をされたもの

と思います。本当にお疲れ様でした。 

また、コロナ禍の中で、会長幹事交代式をご準備・開

催頂き、SAA および親睦活動委員会の皆様にも厚くお

礼申し上げます。 

さて、私は平成 22 年 2 月、宮崎会長年度に入会いた

しました。入会当時は 34 歳でした。当時、セントラ

ルホテルにて、緊張の中、村瀬会員と一緒に入会審査

の面談を受けたことを今でもはっきりと覚えており

ます。 

現在 45 歳、ロータリー歴 12 年目となります。 

北クラブで 40 歳代の会長は久しくなかったとお聞き

します。会員の皆様にはまだまだ若輩な私が会長を務

めることにご心配される方もおられるかとは思いま

すが、公門幹事とともに精一杯務めていく所存ですの

で、応援のほど、よろしくお願い致します。 

これまでの私のロータリーライフは、一人の会員とし

て、ロータリーから自分が何を得られるのか、学ぶこ

とができるのかという立場で過ごしてまいりました。

奉仕の精神、親睦、仲間、そのほかたくさんのものを

佐世保北ロータリークラブからいただいてきました。 

それに対し、会長になるということは、どのように北

クラブに貢献していくか、北クラブを引っ張っていく

のかということが重要であると思います。 

これまで佐世保北クラブで培ってきたことはもちろ

ん、峯パスト会長のもとでの幹事経験、弁護士の業務

を通して身に着けてきた知識・経験、すべてをもって

任務にあたりたいと思います。  

会員の皆さんは、周囲の方から、北クラブっていいよ

ね、楽しそうだね、と言われた経験があるのではない

でしょうか。私にもあります。その言葉どおり、佐世

保北クラブは本当に良いクラブだと思います。私は北

クラブが大好きです。 

また、初代村上会長のほか、多くのチャーターメンバ

ー、先人の皆さんで築いてこられた 38 年目の歴史を

もつ、伝統あるクラブでもあります。 

このような素晴らしいクラブの発展に少しでも寄与

できるよう、精進してまいりたいと思います。 

今年のクラブテーマは「新しい時代へクラブの推進力

を培おう」とさせていただきました。詳しくは、来週

の例会の中でお話をさせていただきますが、3年後に

はクラブの 40 周年、そして初代村上会長も望んでお

られました、初のガバナー、緒方ガバナー輩出の年と

なります。まさに北クラブが新しい時代を迎えます。 

その新しい時代への礎（いしずえ）となるのが私の年

度ではないかと思っています。ホップ・ステップ・ジ

ャンプでいうところの、ホップといえばわかりやすい

かと思います。 

皆様も北クラブが新しい時代を迎えようとしている

意識をもって、一年間をご協力いただきますようお願

い致します。 

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、会員の皆様のご健勝・ご多幸を祈念しまし

て、会長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。 

 

《2021-2022 年度 幹事挨拶》 

                公門新治 幹事 

この度、佐世保北ロータリークラブ幹事を拝命いたし

ました公門でございます。新型コロナウィルスが世界

的に猛威を振るう状況の中、入会してから日も浅い若

輩者が伝統ある佐世保北ロータリークラブの幹事と

いう重要な職を無事務められるか、正直なところ不安

がありました。しかしながら、このような状況下で会

長の職をお受け下さった、渡会会長が、経験の少ない



私に大きなチャンスを下さいました。『恍惚と不安の

2 つ我にあり』という心境ですが、やるとなった以上、

幹事という重責を担えるよう精進していきます。 

さて、私は大鳥居年度に緒方会員、村瀨会員の推薦に

より、入会させていただきました。当初はロータリー

クラブとは何かわからないまま入会しましたが、会員

の皆さんが暖かく迎えて下さったことが何よりも嬉

しかったことを思い出します。四つのテストの一文、

好意と友情を深めるか、村上寅雄初代会長の 1に親睦

2 に親睦、3，4 がなくて、5 に親睦という 2 つの言葉

を体感しました。佐世保北ロータリークラブに入って

良かったと思えた瞬間でした。また、例会では皆さん

の、笑顔や、頑張っていらっしゃる姿を見て、まだま

だ自分も頑張らなければと、励みになり志を高く持て

た事もありました。ロータリークラブに入会していな

ければ、私のステップアップは無かったことでしょう。 

渡会会長は、今年度のテーマを『新しい時代へクラブ

の推進力を培おう』と掲げられました。クラブ創立

40 周年、そしてガバナー輩出へ向けてのホップ、ス

ッテプ、ジャンプのホップの年です。ここでつまずく

ことのないように渡会会長、そしてクラブをしっかり

とサポートし、近藤会長、松尾幹事より受け取ったバ

トンを 40 周年まで繋いでいければと思っております。 

 最後に、若輩ではございますが、会員の皆様のご指

導の下、日々自己研鑽し、一年間クラブの為に精一杯

尽くしていく所存でございますので何卒よろしくお

願い申し上げます。 

 

 
 
《ニコニコボックス》 

船津 学 親睦活動委員長 

 

佐世保中央ＲＣ 馬渡圭一 君 

佐世保北ロータリークラブ様いつもお世話になって

おります。佐世保中央ロータリークラブ兼佐世保フロ

ンティア法律事務所副代表弁護士の馬渡です。 

本日の貴クラブ会長・幹事交代式の開催、心よりお慶

び申し上げます。いよいよ、当事務所代表の渡会弁護

士が 2021-22 年度の貴会会長に就任するということ

で、勝手ながら大変誇らしく感じております。 

事務所一同、全面的にバックアップしていきますので、

2021-22 年度の渡会会長には、心置きなく全力でクラ

ブの皆様のために奔走していただきたいと願います。 

本来であれば、会場に赴きご挨拶をさせていただきた

いところですが、昨今の状況により叶いませんので、

細やかですがニコニコさせていただきます。 

最後に。2020-2021 年度は、非常に気を揉んだ１年間

で会ったかと存じます。緒方ガバナー補佐、そして、

近藤会長をはじめとする役員の皆様、大変お疲れさま

でした。 

 

近藤竜一 会長 

皆様 1 年間お世話になり、ありがとうございました。

渡会会長、公門幹事のご活躍を心より祈念いたします。 

 

松尾重巳 幹事 

皆様、5 年 10 か月の間でしたが、お世話になりまし

た。どこかで、お会いした時にはお声がけください。

ありがとうございました。 

 

2021-22 年度 会長 渡会祐二君 幹事 公門新治君 

本日は 2021-22 年度新旧会長幹事交代式です。コロナ

に始まり、コロナに終わった昨年度でしたが、今年は

コロナに打ち勝つべく、チーム一丸となって頑張りま

しょう。ホップ・ステップ・ジャンプと 40 周年へつ

ながるように精一杯尽くしていきますので、皆さんよ

ろしくお願いします。 

 

2021-22 年度副会長 緒方信行君 

本日、会長幹事交代式が開催されるにあたり心よりお

祝い申し上げます。近藤会長、松尾幹事他、理事役員

の皆様、一年間お疲れさまでした。渡会会長、公門幹

事他、理事役員の皆さまの本年度のご活躍を期待申し

上げます。私も、副会長として、ガバナーノミニーと

して努力する所存でございますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

福田俊郎君 

新しい門出にあたって、渡会新会長、緒方副会長、公

門幹事頑張ってください。 

 

平石晃一 君 

近藤会長、松尾幹事 1 年間大変ご苦労さまでした。コ

ロナで始まりコロナで終わりましたが、クラブの活動、

事業も無事に会員全員の努力で終わることができ、一

安心ですね。次年度、渡会会長、公門幹事、新年度の

始まりです。健康に留意して我がクラブのモットーで

ある、1 に親睦 2 に親睦 3、4 がなくて 5 に親睦を合

言葉に、新年度の活動と活躍を願います。会員全員で

協力しましょう 



IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 松田亜由美） 

本日の合計  94,000 円    累計 94,000 円 

鐘ケ江和重 君 

6 月 20 日無事リニューアルオープンできました。皆

様から温かいお言葉やお祝いを頂き、この場を借りて

御礼を申し上げます。有難うございました。 

また、近くに来られた際に遊びにいらしてください。 

 

永田武義君 藤井良介君 古賀新二君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀨高広君 松永祐司君 

小川 寛君 西沢 寛君 井上隆三君 渥美大介君

戸畑教幸君 内海一洋君  

近藤会長、松尾幹事、1 年間お疲れさまでした。コロ

ナ禍で気苦労の多い年だったと思います。お二方のご

苦労に対し、会員一同、心より感謝申し上げます。 

渡会新会長、緒方新副会長、公門新幹事、これから 1

年間の運営楽しみにしております。緒方ガバナー年度

に向け、ホップ・ステップ・ジャンプのホップの年に

なります。見事なホップを決めてください。会員全員

でバックアップしていきたいと思います。事務局の窪

田さん、引き続きよろしくお願いいたします。 

SAA の皆さま、本日の新旧会長幹事交代式の準備、ご

苦労様でした。また、親睦活動委員会の皆さま、本日

はお世話になります。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ. 

松田信哉 S.A.A.長 三谷秀和君 鐘ケ江和重君 

野口好太郎君 田中博徳君 

近藤会長、松尾幹事、1年間お疲れさまでした。 

また、渡会新会長、公門新幹事 1 年間よろしくお願い

します。本日の会長幹事交代式を含めて、今年一年、

我々SAA が、しっかりと例会をまとめていきますので、

皆さまのご協力をお願い申し上げます。 

 

親睦活動委員会 

船津 学 委員長 小西研一君 茶村亜子君 

村上英毅君 早田貴志君 中村祐二君 

近藤会長、松尾幹事、１年間お疲れ様でした。渡会新

会長、公門新幹事、これから１年間、どうぞよろしく

お願いします。今年度もコロナとの闘いになることが

予想されますが、会員メンバー皆さまと、楽しい時間

を過ごしていくことができますよう微力ながらお手

伝いをさせて頂きたいと思っております。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

事務局 窪田明子君 

近藤会長、峯副会長、松尾幹事、一年間大変お疲れさ

までした。そして、緒方ガバナー補佐、大変お疲れさ

までした。渡会新会長、緒方新副会長、公門新幹事、

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 


