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会長　飯田　満治君
ゴールデンウィーク中の5月1

日には、30名の皆様とともに、
円田　昭総務委員長の旗のもと
に「宇久島映画祭」を実施して
まいりました。長崎新聞には記
事も掲載していただきました。また、KTN
テレビ長崎では、県北のニュースという形で、
テレビ放映をしていただきました。おかげさ
まで、島の皆様、特に子ども達に喜んでいた
だくとともに、佐世保ロータリークラブの皆
さんの団結の力強さもしっかり味あわせてい
ただきました。
60周年事業もあと少しを残すばかりとなっ
てまいりました。5月28日のハイスクール茶
会もこの勢いで成功させたいと思います。
例会に先立ち理事会を開催いたしましたの
で、主なる内容について報告いたします。
最初の議題として、佐世保ロータリークラ
ブ定款および細則の変更について協議いたし
ました。2010年手続要覧に伴う変更でありま
す。理事の皆さんに内容吟味をお願いしまし
た。6月に総会を開催します。事前に皆様の
お手元に新しい定款・細則をお届けいたしま
す。総会におきまして、会員の皆様にて審議
させていただきます。
次に、新会員候補者の入会について理事会

の承認を得ました。会員の皆様の意向を確認
したうえで次回例会より入会となります。
以上が理事会の報告です。
さて、先週の土曜日は平戸ロータリークラ
ブの50周年記念式典並びに祝賀会でありまし
た。福田ガバナー補佐と私、及び古賀幹事の
3名でお祝いに行ってまいりました。規模を
縮小して100名ほどの会でありました。それ
でも平戸の和やかな雰囲気が醸し出され、楽
しい時間を過ごしてまいりました。
私たちのクラブの60周年記念式典並びに

懇親会に関しましては、この後の60周年ア
ワーの中で、諮問委員の皆様のご意見をい
ただくようにしております。中島実行委員
長が意見を取りまとめたうえで、例会終了
後、臨時理事会を開催し、結論を出したい
と思います。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

幹事　古賀　　巖君

１．ガバナー会 議長　上野　　操君
東日本大震災支援検討委員会

委員長　織田　吉郎君

会　長　挨　拶
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2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 

佐世保ロータリークラブ 
会　長蘆飯田　満治　　　幹　事蘆古賀　　巖 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp



①ガバナー会にお寄せいただいた義援金の
集計報告と今後の支援方針について
②2011年東日本大震災義援金地区別詳細

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

溝口尚則会員へ
米山功労者第1回
感謝状

３．第2740地区次年度インターアクト委員長
草野　幸子さん

5月22日豸に予定の『前期指導者講習会』
延期についてお知らせ
日程は後日連絡いたします。

４．第2740地区次年度第5グループガバナー補佐
山本　浩平君

4月25日 第1回第5グループ会長幹事会並びに
ガバナー補佐との会合出席お礼状

５．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ
5月9日・10日更新のお知らせ

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
2011年4月　月報

７．佐世保学園長 竹下　　基様
書籍のご案内
砂に咲く花 女子少年院「丸亀少女の家」にて
古川賢一郎 編著　1冊 1,800円
申し込みは事務局まで

８．海上自衛隊佐世保地方総監部
機関紙「西海」

■創立60周年記念行事実行委員会
記念事業委員会 芹野　隆英君
5月28日貍 13時より「ハイスク
ール茶会 in ハウステンボス」を
開催いたします。多くの会員の
皆様のご出席ご協力をお願いい
たします。午前、午後のみの参
加でもかまいません。

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

職場訪問の報告

4月27日貉に佐世保市総合教育
センターへの職場訪問を実施し
ました。当日の参加者は、飯田
会長以下20名でした。大変あり
がとうございました。
佐世保市の公共施設ということで、参加者
からは厳しい意見も出ていました。また、プ
ラネタリウムのプログラムもセンター長が卓
話でお話されていたように、改善の余地があ
りそうでした。まだ新しい施設で十分に活用
されていない印象で、今後の事業展開を見守
っていきたいと思います。行政を知るという
意味で参考になる職場訪問でした。
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■次年度幹事 田中丸善弥君
１．2011-2012年度 委員会事業報
告提出のお願い
小委員長→大委員長まで

5月6日締め切り
大委員長→幹事まで

5月11日締め切り

２．大委員会開催のご案内
日時／5月18日貉　18:30～
場所／セントラルホテル佐世保

本日は、それぞれの部会が3つのグループ
に分かれて協議して頂きます。第1グループ
が記念式典部会・懇親部会・姉妹クラブ部
会・記念事業部会です。この4部会が集まっ
て頂き「ハイスクール茶会 in ハウステンボス」
の打ち合わせをお願いします。第2グループ
は記録誌部会です。第3グループは諮問委員
会となっております。それぞれに分かれて
ご協議願います。時間は15分間とさせてい
ただきます。

親睦活動委員会　浦里　和弘君
安福鴻之助君
朗遊会、またまた優勝させていただきまし
た。前回例会を欠席したので、米倉委員長も
忘れていると思ったのですが、しっかり催促
されました。

西村正一郎君
5月3日、島原105Kウォーキング大会に8年
ぶりに参加しました。思えば15年前に佐々木
秀也先輩が古希記念で大会に参加、完歩され
たとのことを聞き、私も今年70歳でチャレン
ジ。やっと21時間5分でゴールをふむことが
できました。佐々木さんの元気と勇気をいた
だき、ありがとうございました。

平尾　幸一君、古賀　　巖君
宇久島では鼾でご迷惑をおかけしました。

…………………【番外編】…………………
円田　　昭君
5月8日の豊漁会で90cm、8kgの真鯛を釣り
ました。長島船長に感謝。
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60周年アワー

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 5,000円

累　　計 681,000円

◇
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創立60周年記念行事実行委員会
総務委員会　副委員長　平尾　幸一君

5月1日豸に開催しました宇久
島映画祭のご報告を致します。
おそらく佐世保ロータリークラ
ブで初めての2泊3日の奉仕活動
であったと思われますので、報告が少し長く
なりますが、お時間をいただきたいと思いま
す。
4月30日貍、飯田会長、中島実行委員長、

長島実行副委員長をはじめとする先発隊18名
は、10時35分発のフェリーで宇久島へ向かい、
時化のため定刻より遅れて13時20分頃に宇久
島へ上陸しました。
昼食後、宇久小学校体育館へ入りますと、

小学校と公民館の方々の手で、養生シートの
上に240脚の椅子が既に並べられていました。
円田 昭総務委員長の一言で、更に120脚の椅
子を並べて、体育館の後方にも60脚の椅子を
立て掛けて、体育館から溢れんばかりの観客
が来場するという期待に胸を膨らませており
ました。シネマボックス太陽の映写機材搬入
のお手伝い、看板、カーテンの設営、ポップ
コーンの試食も行い、16時過ぎには準備万端
整いました。
宿舎である井原旅館のご厚意で、2台の車

をお借りし、小雨が降る中、約1時間の島内
観光を楽しみました。この様子は、お手元の
資料をご覧ください。
井原旅館の2人しか入れないハート型でピ

ンク色の浴槽に入ると、男同士の肌と肌が触
れ合うという微妙な感触を味わうことができ
ました。総務委員長の入念な下調べのおかげ
で、井原旅館のボリュームたっぷりで大変美
味しい海の幸を、大広間で堪能できました。
中島実行委員長おごりのビール、持参したワ
イン、日本酒、梅村次年度会長差し入れのワ
インなどで先発隊18名が完全に出来上がった
頃、黒木先生、溝口先生、中川先生が到着さ
れ、先発隊のメンバーについていけず、少々

お気の毒な感じでありました。
井原旅館には個室はありません。2～10名

が相部屋で、修学旅行気分を満喫できました
が、離島の夜の静寂を破るどしゃぶりの雨、
その雨にも負けない私平尾とＫ幹事の鼾が猛
威を振るい、飯田会長をはじめとする数名の
方々には大変ご迷惑をおかけしました。申し
訳ありませんでした。後で聞いた話ですが、
映画祭当日に来られた7名の方々の宿は、完
全個室であるものの、食事は今いちとのこと
でした。美味しい食事をとるか、鼾に悩まさ
れない個室をとるか、究極の選択と言えそう
です。
さて、5月1日の映画祭当日、早朝は霧のた
め視界が不良で、高速船による朝長市長来島
が懸念されましたが、晴れ男の総務委員長の
ご利益もあり、11時過ぎに安部パストガバナ
ーをはじめとする6名の会員と事務局の山田
さんも来島されました。
先発隊は、8時には体育館に出かけ、宇久

小学校の校名入りテントを、体育館入口に設
置して島民の皆さんをお迎えし、席取り一番
乗りの方は、8:20に来られました。ポップコ
ーンとともに、13ケースの飲み物を来場者に
配布し、映画を見る暇もないほど、ポップコ
ーンのお代わりを何回も求めてくる子ども達
もたくさんいました。
長富会員の司会のもと、10:00に「トイ・ス

トーリー3（吹替版）」（観客数123名）が始ま
り、視聴した会員の中には涙ぐむ方もおられ
ました。
12:15、飯田満治会長と朝長則男市長の間

で、宇久小学校、神浦小学校、宇久中学校の
校名入りテント寄贈式（観客数51名）が滞り
なく執り行われ、それぞれの校長先生にもご
出席いただきました。
12 : 35「最後の忠臣蔵」（観客数74名）、

15:30「SPACE BATTLESHIP ヤマト」（観客
数103名）が上演され、17:48、無事、終演と
なりました。
13:00～16:00の間には、映画上映と同時進
行で、体育館の1階にあります公民館におき
まして、古原進会員による法律相談に1名、
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幸良秋夫会員による公証人役場相談窓口に２
名の方が相談に来られましたが、井手孝邦会
員による税務相談には、相談者はありません
でした。ご苦労様でした。
「映画館に行きたくても行けないので、今
日は本当に楽しかった」、「ポップコーンとジ
ュースで本当の映画館みたい」、「大きなスク
リーンで迫力満点でした」、「後片づけまでし
ていただいて、申し訳ありません」、など、
多くの喜びの声、感謝の言葉を来場者からい
ただき、会員一同、満ち足りた気分になりま
した。
終演後、椅子の収納、養生シートの拭き掃
除、シネマボックス太陽の機材撤収を、公民
館、小学校の担当者の方々とともに、参加会
員全員が精力的に行った結果、わずか30分で
後片付けが終了しました。この撤収の様子は、
浦里会員自らが撮影されたビデオをもとに、
5月9日にKTNの「GO PAN」で放映されまし
た。残念ながらテレビには映りませんでした
が、参加者の中で最長老の玉野会員におかれ
ましても両手に椅子を抱えてたくさん運んで
いただきましたし、安部パストガバナーも膝
を折って、黙々と雑巾掛けされていたことを
ご報告致します。
小学生から高校生は約160名という人口の

うち約半数が来場し、島民約2,700名の1割強、
延べ300名の観客動員数でありました。
以上が宇久島映画祭の活動内容と番外篇で
す。佐世保ロータリークラブ60周年記念事業
の一つである会員手作りの宇久島映画祭を通
じて、ロータリー精神である社会奉仕、新世
代奉仕を参加されたすべての会員が感じ入っ
たことと思いますし、参加された29名の会員
の皆さんは、お互いをロータリー仲間として、
同士としての絆を深められたことと思いま
す。
最後に、宇久島映画祭の企画を許可してい
ただきました、佐世保ロータリークラブの理
事会、創立60周年記念式典実行委員会、諮問
委員の皆様に深く感謝致します。

『宇久島映画祭』参加者（29名）

円田　　昭君　　飯田　満治君
有薗　良太君　　黒木　政純君
平尾　幸一君　　古賀　　巖君
長富　正博君　　増本　一也君
橘闍 克和君　　才木　邦夫君
木村　公康君　　納所　佳民君
幸良　秋夫君　　井手　孝邦君
古原　　進君　　加納洋二郎君
芹野　隆英君　　溝口　尚則君
中島　祥一君　　安部　直樹君
長島　　正君　　松本　由昭君
玉野　哲雄君　　中川　知之君
浦里　和弘君　　土井　弘志君
遠田　公夫君　　坂本　　敏君
山田たか子さん　□□□　□□

（順不同）
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4月30日　フェリーで宇久島へ

会場設営
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クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 高橋　理一

（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：高橋　理一）

＊次回例会予告＊

長崎国際大学
人間社会学部　学部長　木村　勝彦様

宇久島観光

お披露目の為設置されたテント

テント寄贈式には朝長佐世保市長
にもご出席頂きました

宇久小・神浦小・宇久中の校長先生方

35ミリ映写機 ポップコーンは子ども達に大人気!!
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