
会長　梅村　良輔さん
本日12月7日は二十四節気の一

つ「大雪」です。本格的冬期の
到来です。会員の皆様お身体大
切になさってください。

本日、理事会を開催致しましたので、報告
申しあげます。
①タイ洪水義援金の件

会員75名　一人1,000円で75,000円ご協力。
②インターシティミーティングの件

2012年1月28日貍（佐世保中央RC主管）
③RI第3470地区 地区大会参加について

2012年3月3日貍、4日豸
④クラブ協議会について

2012年1月11日及び1月18日（2回）
⑤上期事業報告及び下期事業計画提出について

小委員長、大委員長へ案内（12月7日）
小委員長より大委員長へ提出

（12月16日締め切り）
大委員長より幹事へ提出

（12月21日締め切り）
⑥新会員研修会並びに歓迎懇親会の決算につ

いて
⑦忘年家族会の準備及び出席状況について
⑧長寿祝賀会について

日程の変更：2012年2月8日貉→2月1日貉
に変更

⑨東日本大震災義援金の件
ご協力される方はよろしくお願い致します。

本日は年次総会です。会長ノミニーの発表
並びに次年度の理事・役員の発表の日です。
よろしくご協力お願い致します。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者

㈲スバル興業　代表取締役　牛島
うしじま

義亮
よしあき

様
（佐世保中央RCパスト会長）

幹事　田中丸善弥さん

１．RI第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
①ガバナー・ノミニー宣言

所属：平戸ロータリークラブ
塩澤
しおざわ

恒雄
つ ね お

さん
対抗候補者を推薦するクラブは12月16日
迄に提出してください。
②ホームページ掲載情報提示のお願い

クラブの活動を地区内外に紹介するため
に、事業の活動原稿、写真をデジタル入
稿をお願いします。
③地区ホームページ更新のお知らせ

11月30日、12月1日、5日です。
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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２．有田ロータリークラブ
会長　深川　祐次さん

大会実行委員長 嘉村　泰幸さん
創立50周年式典のお礼状が届きました。

３．一般財団法人比国育英会バギオ基金
会長　　前川　昭一様
副会長　斉藤　　実様
幹事　　佐久田昌昭様

2010年度事業報告書の送付と基金へのご寄
付のお願いが届きました。

４．長崎県共同募金会佐世保支会
支会長　朝長　則男様

赤い羽根共同募金について（お礼状）が届
きました。

国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
委員長　木村　公康さん

RI第3470地区大会参加のお願い
皆様にはすでにご案内してお

りますが、1970年の姉妹クラブ
締結以来、相互に永い歴史を築
いております台南RCが、本年度
蔡宗欣ガバナーを輩出されております。

蔡ガバナーが主催されます地区大会が2012
年3月3日貍、4日豸の日程で台南市において
開催されます。

安部パストガバナー主催の地区大会へ、台
南RCの会員に出席して頂いておりますので、
返礼の意味で地区大会への参加を企画いたし
ました。参加希望の方は、別紙申込書にて
2012年1月20日までにご回答の程お願い申し
あげます。

■会長指名委員会　委員長　円田　三郎さん
11月16日貉に開催されました

会長指名委員会について報告致
します。

指名委員会　総員16名中12名

が出席されました。出席者の総意により円田
三郎が委員長に指名され、2013-14年度の佐
世保ロータリークラブ会長ノミニー指名につ
いて皆さんにお諮りしたところ、石井正剛さ
んが適任ではないかと全会一致で決定致しま
した。

委員会終了後直ちに、大神さん、長島さん、
梅村会長と私の4名で会社を訪問し、ご本人
にお願い致しましたところ、快くご承諾して
いただきました事を報告致します。

■2013-14年度会長ノミニー 石井　正剛さん
本当に全くの力不足ではあり

ますが、この佐世保ロータリー
クラブの名誉を傷つけることな
く頑張ります。ご協力よろしく
お願い致します。

■2012-13年度次期会長 長島　　正さん

2012-2013年度 佐世保RC役員
及び理事候補会員を発表いたし
ます。

会長 長島　　正
副会長 加納洋二郎
次期会長 石井　正剛
直前会長 梅村　良輔
幹事 円田　浩司
会計 井手　孝邦
会場監督 中島　祥一

理事 池田　　豊
理事（クラブ奉仕委員長） 円田　　昭
理事（職業奉仕委員長） 富永　雅弘
理事（社会奉仕委員長） 木村　公康
理事（新世代奉仕委員長） 闍田　俊夫
理事（国際奉仕委員長） 藤井　　隆
理事（親睦活動委員長） 中村　徳裕
理事（副幹事） 平尾　幸一

監事 松本　英介
監事 井上　斉爾
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親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

牛島　義亮さん（佐世保中央RCパスト会長）
本日はお世話になります。昨年度、60周年

事業の宇久島映画祭では、皆さんにもお世話
になり、ありがとうございました!!

本日の卓話、よろしくお願いします。

遠田　公夫さん
牛島さんの卓話にニコニコ致します。先日

の東日本被災地訪問にご一緒させて頂きあり
がとうございました。本日は、私が発案しま
したキラキラ大パーティーの準備の為欠席し
ておりますので、そのお詫びも含めてニコニ
コ致します。

石井　正剛さん、増本　一也さん
私共の同級生の牛島義亮君の卓話に期待し

てニコニコ致します。佐世保北高の北星会の
会長を務められている牛島君は私共の期待の
星ですが、今後、スキャンダルにだけは注意
して頂きたいと願っております!?

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
山縣　義道さん、平尾　幸一さん
井上　斉爾さん、有薗　良太さん
加納洋二郎さん、松本　由昭さん
飯田　満治さん、古賀　　巖さん
安福鴻之助さん、円田　　昭さん
木村　公康さん

牛島さんの卓話に期待して。

円田　　昭さん
先週、長女が結婚いたしましたので、自祝

の意味でニコニコ致します。

鬼木　和夫さん
結婚祝いありがとうございました。無事40

周年を迎えられました。

『私と映画』

㈲スバル興業

代表取締役　牛島
うしじま

義亮
よしあき

様
（佐世保中央RCパスト会長）

本日は、伝統ある佐世保ロータリークラブ
の例会に卓話者としてお呼び頂き、誠に有り
難うございます。と言っても中央RCならい
ざ知らず、この席で皆様にお話をするという
のは、かなり勇気のいることです。只、心強
い同級生もおりますし題材が映画の話なの
で、いくらかは誤魔化しがきくかなと思って
おります。それでも一生懸命頑張りますので、
早く終われのサインだけはご勘弁頂きたいと
思います。

まず初めに佐世保ロータリークラブの6０
周年記念宇久島映画会の苦労話と、簡単に映
画の歴史を佐世保の劇場の歴史と合わせてお
話をさせていただきます。今日の資料に映画
年表をお持ちしています。実は卓話の依頼が
あってから２ヵ月かけて作り上げたもので
す。私自身も作りながら映画と世の中の流れ
がよくわかって大変勉強になりました。私の
話は退屈でしょうが、その表をご覧いただく

ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 21,000円

累　　計 385,000円

◇
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（カメラ担当：中村　徳裕）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

卓話予定者

会員　見藤　史朗さん

と、過去に上映された映画の題名とその背景
を書き綴っておりますので、皆様の青春時代
を思い出されて懐かしくなられるかなと思い
ます。

さて宇久の映画会のお話です。最初に円田
昭君から宇久で映画が上映できるかと尋ねら
れた時にお答えしたのは会場があれば何処で
も出来ます、しかし宇久で映画を上映するの
は、かなり普通より問題が多いとお答えしま
した。宇久に行かれたメンバーの方はご存じ
ですが、離島で映画を上映する場合、ワゴン
車一台の機材をフェリーで運ばなくてはいけ
ません。しかし調べたら宇久の場合、船便が
一日往復一便しかありませんから一日映画を
上映するのに設置に一日、上映に一日、帰る
のに一日、計3日かかります。当然会場も映
画館は無い訳ですから会場探しからしなく
てはいけません。12月1日に宇久島に渡り現
場を見に行きました。ところが船の便も日
帰りで行くには滞在時間が2時間ぐらいしか
ありません、会場も人口2,800人の島では映
画を映せる場所は小学校の体育館しかあり
ませんでした。

最初に教育委員会の安永さんにお会いして
宇久で映画を上映するというお話をしたら信
用して頂けませんでした。過去には宇久島に
も映画館があったそうですがかなり昔ですか
ら、子供達が映画を見るには一泊で福岡か佐
世保まで行ってしか見れません。佐世保RC
主催で行われた映画会は子供たちにとって島
を出ていくまで体験できない映画会でした。
観客が少ないと思われたかもしれませんが、
島全人口を考えるとほとんどの子供達が島で
初めて映画館を経験したでしょうし、島民で
も初めて大きいスクリーンで映画を見た方も
多かったでしょう。本土の人は見たかったら
いつでも見れる映画、島では見たくても見れ
ない映画、その差は大きいと思います。映画
は小さいときに見た感動が成長してから必ず
心に残っているものです。決められた時間を

真っ暗な中で感動を共有する、これはテレビ
でもパソコンでも味わえません。その感動を
30名以上の佐世保RCのメンバーが手作りで
実現されたことに誠に敬意を表します。本当
にお疲れ様でした。

その映画も最近ではフイルムが無くなりデ
ジタルに変わり、映画そのものが様変わりし
てきました。そして明治30年に佐世保に弥生
座（芝居小屋）から始まった歴史が唯一、私
の劇場一館だけになり、長崎県でも長崎と佐
世保以外の都市では映画館が無くなりまし
た。只、映画は文化の一つだと思っています。
街に映画館の灯が消える、それは寂しいこと
です。今日の私の話で皆様が一年で一回でも
映画を見て頂くようになると未だ頑張って行
こうという大きい励みになると思いますので
宜しくお願いします。今日はお招き有り難う
ございました。

上映前の会場（宇久小学校体育館）


