
 

 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会  クラブ運営方針 村瀨高広 会長    次回例会  納涼例会(新入会員歓迎会)親睦活動委員会 

《新旧会長幹事交代式挨拶》 

 渡会祐二 会長 

 

まず，当クラブ

の名誉会員で

あられる朝長

市長様には，お

忙しい中ご臨

席いただき誠

にありがとう

ございます。ま

た，会員の皆様，

佐世保北フレ

ンドシップロ

ータリー衛星

クラブの皆様

も多数のご出席ありがとうございます。このように多

くの方と交代式を開催できることを大変嬉しく思い

ます。ありがとうございます。 
思えばあっという間の一年間でした。公門幹事との

同級生コンビで，栄えある佐世保北ロータリークラブ

の会長を務めさせていただきました。皆様にはどのよ

うに写った一年間だったでしょうか。 
今年度を振り返るにあたり，ガバナー月信 6 月号の

小川信ガバナー補佐のコメントをご紹介いたします。 
「佐世保北ロータリークラブさんでは毎週ズームで

の例会を行われ又佐世保北フレンドシップロータリ

ー衛星クラブを設立され現状に即したことを、会員の

皆様の協力で運営されていることに感服致します。」 
このコメントこそが，佐世保北クラブの一年間の活

躍を表しているものと思います。たいへん嬉しく光栄

であると思うとともに，本当に会員の皆様のご協力あ

っての一年間であったと感謝しております。 
 次々年度の初のガバナー輩出・クラブ 40 周年を目

標に，ホップ・ステップ・ジャンプを掲げた一年でし

たが，何とかステップ年度に繋げることができたもの

と思います。ありがとうございました。 
さあ，いよいよ第 39 代村瀬年度のスタートです。 
私と同時期に佐世保北クラブに入会し，一緒に戦友

として歩んできた村瀬会長です。何の心配もしており

ません。ましてや小西幹事ですから，正に鬼に金棒で

す。今年度を軽く超える，素晴らしいステップ年度に

なることを確信しております。皆さん，一緒に村瀬年

度を盛り上げてまいりましょう。どうぞよろしくお願

いいたします。 
最後になりますが，佐世保北クラブの益々の発展と，

村瀬年度の成功，そして本日ご出席の皆様のご健勝と

ご多幸を記念しまして，最後の会長挨拶とさせていた

だきます。 
皆様本当に一年間ありがとうございました。 

 
 

《幹事退任挨拶》 

 
公門新治 幹事 

 
本日をもちまして、佐

世保北ロータリークラ

ブ 2021-2022 年度幹事

を退任させていただき

ます。ちょうど 1 年前

にこのステージで緊張

の中幹事挨拶をしたの

が昨日のことのように
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思い出されます。渡会会長から幹事のお誘いを受けた

時には、自分にこの役が全うできるか不安しかありま

せんでしたが、ロータリーには『はい』か『YES』し

かない。『頼まれごとは、試されごと』の言葉があり

ます。『はい！喜んで！！』とお返事させていただき

ました。RI 会長シェカール・メーター氏は『奉仕し

よう みんなの人生を豊かにするために』とメッセー

ジを送られました。また、渡会会長は、『新しい時代

へクラブの推進力を培おう』40 周年ガバナー輩出へ

向けてのホップ、ステップ、ジャンプの基礎となるホ

ップの年だとされました。長年に及ぶコロナ禍の影響

により、沢山の事業が中止になりました。しかし、コ

ロナ禍でも出来ることもありました。オンライン例会、

地区補助金事業、衛星クラブの設立は新しい時代のロ

ータリーを行動した結果だったのではないでしょう

か。幹事はクラブの要と言われます。私自身は経験も

能力も浅い幹事でありましたが、この日を迎える事が

出来たのも、会員の皆さん、理事役員の皆さん、事務

局窪田さん、そして渡会会長の多大なるお力添えがあ

ったからこそと思っております。心より御礼申し上げ

ます。さて、次年度はステップの年です。村瀨会長、

小西幹事にタスキを繋ぎます。次年度こそは通常のロ

ータリー活動が出来ることを祈っております。 

最後になりますが、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、簡単ではございますが、幹事退任の挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

 

《会長就任挨拶》 

村瀨高広 会長 

 

この度、佐世保北ロータリークラブ第 39 代会長を

拝命いたしました村瀨でございます。就任にあたり一

言ご挨拶をさせて頂きます。 

本日は、名誉会員であります佐世保市長、朝長 則

男夫様、大変お忙しいなかご臨席賜り誠にありがとう

ございます。そして佐世保北フレンドシップロータリ

ー衛星クラブから田島慎議長、八並学幹事はじめナイ

ンスターの皆様も来て頂いております。ありがとうご

ざいます。 

任期を終わられる渡会 祐二会長、お疲れ様でした。

渡会会長は最高です。 

公門 新治幹事の気配り、素晴らしかったです。そし

て理事・役員の皆様一年間大変お疲れ様でした。 

コロナ禍のクラブの運営は、本当に大変だったと思い

ます。楽しく充実した一年を過ごさせて頂きました。

ありがとうございました。 

また、交代式の準備をして頂きました 

松永 祐司ＳＡＡ、早田 貴志親睦活動委員長をはじめ

各担当者の皆様ありがとうございます。 

私は、2010 年（平成 22 年）7 月に佐世保北ロータ

リークラブに入会させていただきました。 

第 27 代宮原 明夫会長、峯 徳秀幹事年度です。 

紹介会員は、二宮 健パスト会長、緒方 信行ガバナー

ノミニーです。 

入会 12 年目、47 歳の私に、会長職が務まるのか？ 

チャターメンバーをはじめ会員の皆様は心配されて

いると思います。大丈夫です。 

なぜなら小西研一幹事がいるからです。 

会長に指名される前から勝手に会長をさせて頂くと

きは、絶対！小西幹事と決めていました。 

幹事を受けて頂きありがとうございます。そして一年

間よろしくお願い致します。  

今年度のＲＩテーマは「イマジンロータリー」です。

ジェニファーＥ・ジョーンズ会長は女性初のＲＩ会長

です。ロータリーが大きく変わっていくと感じていま

す。 

佐世保北ロータリークラブは次年度 40 周年を迎え

ます。緒方 信行ガバナー年度、クラブ 40 周年へと繋

ぐ大切な年度となります。 

渡会会長に示して頂いたホップ・ステップ・ジャンプ

のステップの年度です。 

村上 寅雄初代会長から歴代会長が作って来られた伝

統、コロナ過で正常なロータリー活動ができなかった 

蒲池 芳明パスト会長、近藤 竜一パスト会長の思いも

受け継ぎながら私が経験してきた佐世保北ロータリ

ークラブの素晴らしさ伝えて行き承前啓後（しょうぜ

んけいご）「昔からの物事を受け継ぎ、未来を切り開

く」の精神で佐世保北ロータリークラブの歴史を想い、

未来に向かって会員の皆様とその想いを共有してい

きたいと思います。 

親睦を大切にし、会員一人一人が笑顔で楽しくなれ

るクラブになれるように会長を拝命した事に責任と

誇りをもち理事役員、会員の皆様のご支援、ご協力を

頂きながら情熱をもって一年間、一生懸命に頑張って

いきます。どうぞよろしくお願い致します。 

結びになりますが、佐世保北ロータリークラブの

益々の発展とご出席の皆様のご健勝、ご多幸を祈念申

し上げ会長就任の挨拶とさせて頂きます。 

 



《幹事就任挨拶》 

小西研一 幹事 

 

皆さま、こんばんは。 

村瀨会長年度に幹事を拝命しました小西です。どうぞ、

よろしくお願いします。 

父、小西宗十が都甲会長のもと幹事を務めましたのが

25 年前のことです。。 

25 年後の本日、同じ場に立たせて頂いておりますこ

とを光栄に感じますと共に、身の引き締まる思いです。 

村瀨会長は「承前啓後（伝統を重んじ、未来を切り

拓いていく）という言葉をモットーに掲げられました。

また、例会においては「会員ひとりひとりにスポット

ライトの当たる例会運営を」というお考えを強くお持

ちになられています。 

私は、幹事として、村瀨会長のその熱い思いを、Ｓ.

Ａ.Ａ.親睦活動委員会の皆さまと実現、体現すること

に邁進してまいる所存です。 

また、コロナ禍で停滞気味であった委員会活動につ

いても再開し、事業を実施し、地域に貢献していきた

いと考えております。朝長市長、私共は一丸となって、

事業の展開を通して、地域社会に貢献してまいる所存

でございますので、お引き立てのほど、よろしくお願

い致します。 

さあ、皆さん、「佐世保北ロータリークラブ、佐世

保北フレンドシップロータリー衛星クラブのメンバ

ーの一員であることの誇りを胸に」進んでまいりまし

ょう！ 

 

 

 

      

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

早田貴志 親睦活動委員長 

 

佐世保中央ＲＣ 馬場貴博様 

渡会会長、１年間ご苦労様でした。大変難しい状況の

中で、無事責任を全うされました事、心よりお慶び申

し上げます。次年度の村瀨会長のご活躍ならびに会員

の皆様のご健勝を御祈念申し上げます。 

 

2021-2022 年度 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

本日は、朝長則男佐世保市長、佐世保北フレンドシッ

プロータリー衛星クラブの皆さん、ご来訪ありがとう

ございます。あっという間の一年間でしたが、無事に

ゴールできました。会員の皆様、理事役員の皆様、 

事務局窪田さんには心より感謝申し上げます。 

村瀨会長、宮原副会長、小西幹事におかれましては、

素晴らしき門出の日ですね。 

北クラブにとって素晴らしい 1 年となることを祈念

します。 

 

2022-2023 年度 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

本日は、朝長則男佐世保市長、佐世保北フレンドシッ

プロータリー衛星クラブの皆さま、佐世保北ロータリ

ークラブの会員の皆様にご来場を心から感謝申し上

げます。新年度会長、副会長、幹事として、ステップ

の年をしっかり努めて参る所存です。本日は、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

福田俊郎君 

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、１年間お疲れ様で

した。また村瀨新会長、宮原副会長、小西幹事、１年

間頑張ってください。 

佐世保北ロータリークラブから初めてのガバナー候 

補者の緒方信行君にエールを送ります。 

 

永田武義君 

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、１年間大変お疲れ

様でした。 

また村瀨新会長、宮原副会長、小西幹事、新理事役員

の皆様、１年間頑張ってください。 

 

佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ 

田島 慎君 八木順平君 八並 学君 隈元佑輔君

柳詰慎一君 田中一善君 福田隆幸君 長本多聞君

西頭翔太郎君 

本日は、佐世保北ロータリークラブ会長幹事交代式に

参加させていただき誠にありがとうございます。 

我々衛星クラブは、田島、八木以外の会員 7 名は初め

ての参加となります。まだ、先輩方々の顔と名前を把



本日の合計 74,000 円   累計 74,000 円   

IT 会報委員会 委員長 / 松田信哉   委員 / 松田亜由美 松尾祐輔 （記事担当 松田亜由美） 

握出来でいませんので、挨拶にいくと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

そして、村瀨高広新会長、小西研一新幹事、本日は誠

におめでとうございます。 

これから一年間お願いすることがたくさんあると思

いますのでよろしくお願いいたします。 

最後に、渡会祐二前会長、公門新治前幹事をはじめ、

佐世保北ロータリークラブの皆様には衛星クラブ設

立にあたり手取足取り大変お世話になりました。 

佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブは、第

二、第四月曜日 19 時 30 分より事務局下のガバナーエ

レクト事務所にて例会を行っております。皆様のメイ

クアップをナインスター一同心よりお待ちしており

ます。また、例会後は毎回、親睦を深めるために懇親

会も行っております。どうぞご参加ください。 

今後とも佐世保フレンドシップロータリー衛星クラ

ブどうぞよろしくお願いいたします。 

 

富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君 峯 徳秀君

蒲池芳明君 三谷秀和君 二ノ宮健君 船津 学君

西沢 寛君 井上隆三君 茶村亜子君 戸畑教幸君

田中博徳君 

松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 野口好太郎君    

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、１年間お疲れ様で

した。村瀨新会長、宮原副会長、小西幹事、１年間よ

ろしくお願いいたします。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ. 

松永祐司君 近藤竜一君 村上英毅君 中村祐二君 

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、１年間お疲れ様で

した。村瀨新会長、宮原副会長、小西幹事、これから

１年間よろしくお願いいたします。私共Ｓ.Ａ.Ａ.一

同応援していきますので、ご安心ください。 

 

親睦活動委員 

早田貴志君 松田信哉君 山下雄弘君 内海一洋君

渥美大介君 青井哲夫君 山口貴史君 福田直美君

松尾祐輔君 菊永伸生君 今井貴文君  

荒木利恵子君 

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、理事役員の皆様１

年間お疲れ様でした。村瀨新会長、宮原副会長、小西

幹事、１年間よろしくお願いいたします。 

新しい親睦活動委員会で佐世保北ロータリークラブ

を盛り上げていきたいと思います。 

 

事務局 窪田明子君 

渡会会長、緒方副会長、公門幹事、１年間お疲れ様で

した。村瀨新会長、宮原副会長、小西幹事、１年間よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 


