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本日の出席率８２.５％：会員数４１名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター ０名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんばんは。 先週は海上

自衛隊 最新鋭護衛艦 「いせ」 に

乗船させていただきました。 溝上

職業奉仕副委員長以下委員会の

皆様には準備その他有難うござい

ました。 特に訪問の窓口になって

頂いた竹本慶三会員に感謝いた

します。 久しぶりに童心に帰って

遊んでしまいました。 また、 本日は牛島義亮会員の藍綬褒章

授章の報告会があります。

 　先月の西日本新聞に 「映画館の灯を守る」 という記事が掲載

されていました。 その記事の中で 「映画館のない上五島や対馬

などで、 出前上映をして、 集まった人の笑顔を見るたびこの仕

事の意義を実感し、 一堂に会して感動を共有する瞬間は家の

中では味わえない。 映画館の存続は私の使命です」 と載って

いました。 また記憶に残っているのが佐世保の九十九島でロケ

がありました。 「釣りバカ日誌１６」 です。 打ち上げの席に出席さ

せて頂いたときに撮った浜ちゃん （俳優の西田敏行さん）、 女

優の伊東美咲さんの写真を持っております。

　授章の本番は７月１９日に他の団体と知人の方々をお招きし祝

賀会をされるそうです。 中央ＲＣの会員の皆様は是非本番への

出席をお願いしますとのことです。 また 「申し訳ありませんがお

手伝いをお願いします。」 とくれぐれも言ってくださいと、 世話役

の一人である某中央ＲＣの会長が言っておりました。
committee

野村和義 次年度幹事
　会員名簿変更は６月４日までにお願いします。

岡光正社会奉仕副委員長
　６月２日 （日） 午前９時より 「空き缶回収キャンペーン」 が

行われます。 佐世保市役所本庁玄関前広場に午前８時５０分

集合となっています。 又、 ６月８日 （土） 午後１時より 「特別

支援学校児童と養護老人施設入所老人との交流プロジェクト」

を行います。 今回訪問する施設はケアハウス 「あかりざき」

です。 会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 　

 １．例会変更
　    佐世保東南ロータリークラブ

　 ６月　５日 （水） １２：３０→１０：００～

　 　アサヒビール工場 （福岡）　研修の為

　６月２６日 （水） １２：３０→１９：００～

　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　新旧役員交代式の為

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　 ６月１８日 （火） １２： ：３０→１８：３０～

　 場所　未定　新旧交代式 ・ 夜例会の為

佐世保西ロータリークラブ
　 ６月２５日 （火） １２：３０→６月２８日 （金） １８：３０～

　 ホテルローレライ　新旧役員交代式の為

伊万里ロータリークラブ

　６月１２日 （水） １２：３０→１８：００～

　年度末懇親会、 交換学生送別会開催の為

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ６月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１００円

    ・次年度ガバナー事務所
　　２０１４～１５年度国際青少年交換学生 （派遣） の募集

・川﨑伸一次年度第６Ｇガバナー補佐
　ガバナー補佐訪問日のお願い

　

３．伝達・通知
       ○５月２５ ・２６日にかけまして佐賀県北山少年自然の家で

　　　　開催されました第３４回ＲＹＬＡに当クラブ 山瀧正久会員

　　　　の会社 「海の駅船番所」 従業員さんの山口留美さんに

　　　　参加して頂きました。 引率として野村和義新世代委員長

　　　　と幹事前田で参加してきました。 ご本人さんより立派な報

　　　　告書を頂いていますので、後日ご紹介したいと思います。

　　 ○残念なお知らせですが、 当クラブ芥川浩一郎君が一身

　　　  上の都合により本日を持ちまして退会することになりまし

　　　　た。 本日、 ご本人より皆様にご挨拶を行いたいと事です

　　　　ので、 お願いしたいと思います。
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ＳＡＡ：指山康二君

次回例会／６月６日１２：３０～

次回献立／アジサイ弁当

乾杯　　福田英彦君
　今回藍綬褒章を授章された事は我が中央ロータリークラブに

とっても非常に喜ばしい事と思っております。 若いロータリアンの

指導と年配の我々のお世話をお願いして今後とも老後のお世話

をくれぐれもお願いして、 また褒章の次に勲章があるそうですが

   ■  藍綬褒章授章 報告 ■　 

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
この度、 牛島義亮会員におかれましては、 藍綬褒章授章 誠に

おめでとうございました。 本日の卓話、楽しみにしています。 又、

先程の臨時総会におきまして、 皆様のご協力ありがとうございま

した。 特に、本年度副会長 大久保厚司君の次年度会長ノミニー

へのご承認、 大変おめでとうございます。 会員の皆様の大久保

厚司会長ノミニーへのご支援をお願いしまして、 ニコニコします。

牛島義亮君
本日の例会を私の藍綬褒章の報告会ということでプログラム

を変更して頂きありがとうございます。 この授章が少しでも佐

世保中央ロータリークラブのお役に立てれば幸いです。 本日

は最後までよろしくお願いします。

本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　　821,000 円

１.　開会の辞
２.　定足数の確認
３.　議長の選出 
４．   議事録作成者の指名
５．   審議事項  
　第１号議案　２０１３～２０１４年度 会長ノミニー承認差し戻

　 しの件　　 全員の賛同を得て承認されました。

　第２号議案　２０１３～２０１４年度 新会長ノミニー選任承認

　の件　　　　

　大久保厚司君の会長ノミニー選任を全員の賛同を得て承

　認されました。

６．閉会の辞

■ 臨 時 総 会■

《芥川浩一郎君退会のご挨拶》
　５月３日、 午後８時頃、 左足と左手に 「力」 が入らなくなり、

右脳の異変を感じ、 救急車にて労災病院へ緊急入院し、 ICU

に３日間、 一般病棟に９日間の入院治療にて１５日に退院できま

した。 治療に専任いたしますので、 退会いたします。 ２３年間本

当に、 お世話になり有難うございました。Ｔ－ＰＡ点滴治療、 （発

症４時間以内） が大変に有効です。

その為にも品行方正を維持していただき立派に勲章を授与して

いただけることを希望し乾杯をします。

四元清安 会長挨拶
　この度は藍綬褒章授章おめでとうございます。 先日の西日本

新聞の記事に 「映画館の灯を守る」 とゆう表題の記事の中で映

画館のない島などに映画を出前上映し集まった人々の笑顔を見

るときにこの仕事の意義を実感し多くの人々が一堂にかいし感

動を共有する瞬間は決して家の中では味わうことのできない、

映画館を存続させることは私の使命です、 とゆう言葉があり痛く

感動しました。 このような方が同じ佐世保中央ロータリークラブの

仲間であることに改めて誇りに思います。 牛島先輩本当におめ

でとうございました。 又７月１９日にはホテルオークラＪＲハウステ

ンボスにて祝賀パーティーが開催されますので、 皆さんのご参

加宜しくお願い致します。

牛島義亮君 挨拶
　本日は私の為にこの様な会をもようしていただき有難うございま

した。 先日、 四元会長よりお祝いがありますからとのことで丁重

にお断りしたところ、 会の規定があるとのことで褒章と勲章授章

に対しては 1 万円の御祝金があると聞き、 それをさきに話してく

れと思いました。 その分はいずれニコニコに回ると思います。 藍

綬褒章授章の件では皆様にお騒がせして恐縮しております。

友人から松任谷由美と一緒に授章ですかときかれ調べたところ

彼女は紫綬褒章を授章されたそうでこれは芸能活動で活躍され

た方に与えられるものだそうです。

　なんで私が藍綬褒章かといいますと、 私の職業は皆さんご存

じのとおり映画館です。 映画館は厚生労働省管轄です。 衛生

協同組合とゆう団体があり長崎県の中には１１団体あり、 社交飲

料組合とか理容業とか衛生にかかわる団体です。 おそらく芝居

小屋から発生して、 空調の関係とか売店の関係とかで厚生労働

省かなと思っています。 私は長崎県興行生活衛生同業組合の

理事長をしていますが、 色んな団体の理事長はほぼ長崎市の

在住の方がされています。 このような中で私が授章したのは如

何に品行方正であり推薦の対象になりうる人物であったかとゆう

ことです。 今回はクラブの例会の時間を特別に頂き、 皆様の前

で報告会が出来ましたこと、 本当に有難うございました。
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