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タナさん・アリスさんご夫妻には、この3日間
ずっと私達のお世話をして頂き、大変感謝し
ております。
　ところで、私も会長として、今回のラホヤ
RC訪問の目的（①ラホヤRC創立70周年祝賀
会への出席 ②ラホヤRCとの姉妹締結更新 ③
ティファナビルド事業への1万ドルの寄付）は、
無事果たせたと思います。
　これも、皆さんのご協力のお陰です。円田
昭パスト会長のご指導のもと、英語でのスピ
ーチも無事？笑いが取れ、一安心でした。福田
金治さんも、2018～2019年度 2740地区ガバナ
ーエレクトとして、式典の中で、英語でスピ
ーチされました。2018年をトウエンティ エイテ
ィ（2080）と発音され、これも大爆笑でした。
これで、佐世保RCが70周年を迎える時には、
彼等もきっと来日してくれると思います。
　最後に、今回のラホヤ訪問にご同行頂いた
皆様のお名前を記載させて頂きます。
　皆さんに感謝を込めて。
１．福田　金治（2018～2019年度ガバナーエレクト）
２．橘髙　克和パスト会長　
３．円田　　昭パスト会長
４．田中丸善弥パスト会長・美加夫人　
５．松尾　文隆幹事・由美夫人
６．加納洋二郎（会員増強理事）　
７．坂元　　崇（次年度幹事）　
８．池田　真秀（国際奉仕・姉妹クラブ委員長）
９．古賀　久貴（インターアクト委員長）
10．増本　一也会長・光子夫人
11．山田たか子（佐世保RC事務局)
12．特別参加：宮崎　正典（佐世保中央RC)
13．MR. Ranger Gutierrez　Abarca　　

（加納洋二郎会員　現地責任者）

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。先週の
4月5日㈬に総勢15名で、ラホ
ヤRC創立70周年記念式典及び
祝賀会に行ってきました。4月
6日のケン・キング会長主催の
前夜祭と7日の式典及び祝賀会
に出席して10日に帰ってきました。
　前夜祭も式典当日も、ラホヤRCの皆さんに
は、大変な歓迎を受けました。私達の予測を
はるかに超える「おもてなし」で、姉妹クラ
ブへの温かい友情を感じました。特に、祝賀
会のセレモニーの大半の時間を佐世保RCの為
に費やしてくださり、佐世保RCとの31年間の
交流を尊重し、姉妹クラブへの敬意を払って
いただいたと感じました。
　これも、これまで彼等との交流を支えてき
てくださいました池田 豊さん、田中丸善保さ
ん、中島祥一さん、福田金治さん、梅村良輔さ
ん、長島 正さん、皆さんのお陰かと思います。
　今回、若手の皆さんの中で、国際交流委員長
の池田真秀さんには、準備段階から最後の最後
まで、お世話して頂きました。松尾幹事共々、
心より感謝しています。後程、池田委員長より
詳細は委員会報告で発表して頂きます。
　また、ラホヤRCのタナ（Tana）さんのお世話
で、米軍サンディエゴ基地の米軍司令（Tomas 
S. Rowden）への表敬訪問も実現しました。司
令官は当日ご不在でしたが、Kacher副官のご
案内で司令官室に出迎えてくれました。その
後、サンディエゴ港のクルーズ観光もでき、
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所、多々ございますが、一日でも早く皆さま
に認めていただけるよう精進いたしますの
で、これから宜しくお願い致します。

	 幹事　松尾　文隆
１．	国際ロータリー日本事務局　業務推進･資料室
　 2017年4月の「母子の健康月間」のリソー

スご案内

２．ガバナーエレクト	 駒井　英基さん
　　地区米山記念奨学委員会
	 委員長　大家　和義さん
　 2017-18年度 クラブ米山記念奨学委員長
　セミナー開催のご案内
　　日時／平成29年5月14日㈰　13:00受付
　　　　　13:30開会　16:30閉会予定
　　会場／東彼杵町総合会館
　　 クラブ出席予定者／次年度クラブ会長、

次年度クラブ幹事、次年度クラブ米山委員
長、福田金治GN、増本次々年度地区幹事

３．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

４．地区大会事務局
　ゴルフ組み合わせのご案内

５．次年度第5グループガバナー補佐
	 	岩崎　邦臣さん
　ご挨拶訪問日お尋ね

国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　池田　真秀
　4月5日から8日の日程でラホ
ヤRC創立70周年式典に、増本
会長ご夫妻、福田パスト会長、
橘髙パスト会長、円田パスト会
長、田中丸パスト会長ご夫妻、
加納さん、松尾幹事ご夫妻、
坂元 崇さん、事務局の山田さん、古賀久貴さ
ん、私の14名で渡航してまいりました。
　まず着いた日、4月5日は円田 昭パスト会長
の誕生日で、近くのレストランでご本人主催の
誕生会が行われ、時差も関係なく楽しく過ご
すことができました。翌日にはゴルフと観光
に分かれて行動し、夜にはラホヤRCメンバー

ラホヤRC創立70周年祝賀会		会長スピーチ

Good evening everyone. 
I’m Kazuya Masumoto、President of 
Sasebo Rotary Club.
On behalf of Sasebo Rotary’s
I celebrate 70th Anniversary.
Thank you for inv i t i ng us to 70th 
Anniversary Gala.  
"Reaching for the STARS"
We have three purposes in this visit.
First is to celebrate La Jolla Rotary's 
70th Anniversary.
Second  is to renew the contract of the 
sister Rotary club.
It has been going on for thirty one years, 
since 1986.
Third  is to donate ten thousand Dollars 
to the Tijuana Home Build project.
We appreciate being given the name 
of Sasebo Rotary as one of Tijuana home.
Finally 　I hope La Jolla Rotary and 
Sasebo Rotary will be able to continue a 
more friendly relationship. 
Thank you very much.

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

■福
ふくだ

田　金
きんご

吾
　株式会社 福勇商店
　代表取締役社長
　推薦者：武井　洋一 会員
　　　　　増本　一也 会員
　　　　　橘髙　克和 会員
（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　大変歴史のある佐世保RCに入会を承認いた
だき、心より感謝申しあげますと共に、非常
に光栄に存じます。幼少の頃より、当クラブ
は身近な存在であり、忘年家族会等でお世話
になったことを思い出しますと、感慨深い思
いを持っておるところでございます。足らぬ

幹 事 報 告

例 会 記 録

入　会　式
委員会報告
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主催による歓迎会が大豪邸で行われました。
また、翌日にはゴルフ組とサンディエゴの米
軍基地訪問に行ってきまして、少将との面談
を行い、その後、軍港クルーズを終え、式典
に参加しました。
　4月7日夜18:00より、ラ･バレンシアホテル
で式典があり、増本会長が緊張の中用意され
たアメリカンジョークで一気に会場が沸き上が
りました。また、持参した日本酒「鍋島」をグ
ラスに、日本酒で乾杯し、夕陽を見ながらの
良い雰囲気の中ディナーがスタートしまし
た。式典の中では継続締結の調印がなされま
した。
　また、ティファナホームビルド事業に1万ド
ルの寄付をした際には大きな歓声が上がり、メ
ンバーの皆さんが大変感謝されておりました。
ちなみに橘髙さんは隣の方に「いくら寄付した
んだ」と聞かれ、「1ミリオン（1億円）」と言っ
てしまい、相当驚かれたそうです。
　また最後に福田ガバナーノミニーより、
2018-2019年のガバナーに就任されること、
地区大会が佐世保の地で行われる際には多く
のラホヤRCの方々にお越しくださいというス
ピーチで締めくくられました。
　今回渡航してわかったことは、メンバーの
皆さんに大変温かく迎えていただいたことで
す。それは今まで諸先輩方が良好な関係を構
築してくださったおかげだと改めて思いまし
た。そういう意味で大変得難い経験をさせて
いただきました。また今回、ロータリアンとし
て初めての渡航でしたが、渡航に際して福田
さん、円田 昭さん、田中丸善弥さんにはいろ
いろとアドバイスをいただきありがとうござ
いました。委員会メンバーひとりの中、行き
届かない点が多々あったかと思いますが、若
手参加者の坂元 崇さんに手伝っていただき無
事に終了することができました。
　ご参加いただきましたメンバーの皆様、本当
にありがとうございました。

	 米倉洋一郎
　4月22日㈯に第4回朗遊会を
行いますので、ご参加よろしく
お願いします。スタートは12時
15分です。次回は5月21日㈰ 10
時58分スタートです。

	 親睦活動委員会　吉田　英樹
○今月の誕生祝い
　円田　　昭さん（5日）
　玉野　哲雄さん（26日）
　遠田　公夫さん（26日）
　山縣　義道さん（28日）

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
増本　一也会長
　ラホヤRC創立70周年祝賀会、無事出席して
帰って参りました。同行して頂いた福田金治
さん、橘髙克和さん、円田 昭さん、田中丸善
弥･美加ご夫妻、加納洋二郎さん、松尾文隆･
由美ご夫妻、池田真秀さん、坂元 崇さん、古
賀久貴さん、山田たか子さん、増本光子（私の
奥さん）、ありがとうございました。心より皆
様にお礼申しあげます。

田中丸善弥さん
　先程、増本会長より報告もありましたが、
4月7日サンディエゴ･ラホヤRCの70周年式典に
訪問して参りました。式典の日の午前中、米
海軍太平洋艦隊司令長官付参謀ケイサー大佐
も訪問出来ました。式典は夜6時からラ･バレ
ンシアホテルであり、終始佐世保クラブへの
配慮をして頂き、素晴らしい式典でした。
　増本会長のジョークを交えた挨拶（英語で
す）と、14名の訪問団とラホヤクラブ、またテ
ィワナクラブの方と交流が出来、大成功に終
わりました。今まで永年交流を続けて来られ
た先輩、今回お世話頂いた池田真秀さんに感
謝します。

ニコニコボックス

朗遊会より

慶　　　祝
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坂本　　敏さん
　苦節6年、九州アマチュア選手権の1次予選に
ようやく通りました。これもひとえに皆様のお
かげだと思っております。2次も頑張ります。

廣瀬　章博さん
　本年になりまして、長崎新聞さんに私の顔
写真が3回も載ってしまいましたので、石田
謙二さんに感謝申しあげニコニコします。

安部　直樹さん
　朗遊会にて久しぶりに優勝しましたのでニ
コニコします。

橘髙　克和さん、大久保利博さん
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコします。

玉野　哲雄さん、山縣　義道さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

『㈱中央館チェーンと
　　　　　安福家の歴史』

　	新会員　安福　竜介
　 （㈱中央館チェーン　代表取締役）

　祖父宛てに送ってきた家系図
「日本家系家紋研究所」発行本によると、安福
の「姓の起り」は摂津国小野姓安福氏より出づ
とあり、その先は小野氏にして云々とあり、こ
の小野氏というのが小野妹子などを輩出せし春
日氏の族なりと続きます。
　「安福武

ぶ へ え

兵衛」明治9年大阪裁判所判事に任
命とあり、その息子「龔

きょうざぶろう

三郎」（武兵衛の二
男、鴻之助の祖父）が明治35年4月に民制煙草
「しののめ」出張所長として来佐(現在のおじ
の会社名の由来)。佐世保に来てからの安福家
の歴史は映画の歴史と共にあります。そのあ
たりも絡めて話します。

1897年（明治30年）
　 佐世保ではエクラン劇場の前身となる弥生

座という芝居小屋が建つ。

事務局　山田たか子さん
　ラホヤRC創立70周年に同行させて頂きまし
てありがとうございました。大変すばらしい
経験が出来ました。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、池田　　豊さん
中島　祥一さん、坂本　　敏さん
長島　　正さん、米倉洋一郎さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
納所　佳民さん、橘髙　克和さん
坂元　　崇さん、松本　英介さん
中村　徳裕さん、芹野　隆英さん
梅村　良輔さん、古賀　久貴さん
高畑　和憲さん、山下　尚登さん
池田　真秀さん
　福田金吾さんの入会を歓迎してニコニコし
ます。

福田　金治さん
　本日より息子が入会させて頂きました。皆
様のご指導、宜しくお願いします。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、米倉洋一郎さん
有薗　良太さん、古賀　　巖さん
松本　英介さん、円田　浩司さん
坂本　　敏さん、高畑　和憲さん
草津　栄良さん、廣瀬　章博さん
西村　一芳さん、黒木　政純さん
吉田　英樹さん、橋詰　文雄さん
納所　佳民さん、松尾　　貴さん
石田　謙二さん、坂元　　崇さん
西田　勝彦さん、前田　恭宏さん
中村　徳裕さん、井口　東郎さん
芹野　隆英さん、佐々木秀也さん
古賀　久貴さん、梅村　良輔さん
髙田　俊夫さん、橘髙　克和さん
池田　真秀さん、大神　邦明さん
　新会員 安福竜介さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

松尾　文隆さん
　ラホヤRCの70周年記念式典訪問を断念して
まで参加した、九州アマチュアゴルフ選手権1
次予選をめでたく通過した、坂本 敏会員の健
闘を祝すと共に、ついでに私事ですが、佐世
保カントリー倶楽部4月月例会に於きまして、
2ヵ月連続優勝しましたのでニコニコします。

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　70,000 円

 累　　計 938,000 円

◇
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1902年（明治35年）　この年に龔三郎来佐。
1904年（明治37年）　秀治郎誕生年。
1910年（明治43年）
　 佐世保で初の映画（日露戦争の凱旋の頃、東

京の陸軍観兵式の実写）が上映。
1913年（大正2年）
　島瀬町（現･島瀬公園）に朝日館誕生。
1914年（大正3年）
　山縣町に敷島館（現･セントラルP）誕生。
1916年（大正5年）
　島地町に佐世保座（東宝プラザの前身）誕生。
1925年（大正14年）
　 龔三郎他数名が株主となって、株式会社千日

劇場の創立。開場一年目にして時代の流れを
検討し、千日劇場は映画に転ずる。

1926年（大正15年）
　大株主の三浦さんに経営を譲渡。
1927年（昭和2年）
　 安福キネマ商会が経営難の朝日館を1万2千

円で買収。
1929年（昭和4年）
　 龔三郎が敷島館を4万2千円で買収し、第二

中央館に改称する。
1933年（昭和8年）
　 佐世保座を8万5千円で買収し、第三中央館

と改称する。中央館チェーンの形態がほぼ
出来上がりかけた。

1934年（昭和9年）
　龔三郎逝去。秀治郎29歳で社長就任。
1939年（昭和14年）　鴻之助誕生年。
1945年（昭和20年）
　 終戦前の中央館チェーンは市内7館、川棚、

大村、諫早、長崎、福岡の計12館と美南都ホ
テルを所有するも、終戦後には7館に減少。

1949年（昭和24年）　
　中央館チェーンが法人化。
1955年（昭和30年）
　 朝鮮戦争後、佐世保にカズバ、ダービー、国際、

富士、ピカデリーなど市内に20以上もの映画館。
1958年（昭和33年）
　 日本の映画人口が11億人を突破する等、映

画は娯楽の殿堂として不動の存在となる。
1959年（昭和34年）
　 皇太子ご成婚をきっかけにテレビが一般に

広く浸透。
1962年（昭和37年）
　 美南都劇場跡にDWティーケル氏と賃貸契

約し、サセボボウルが出来る。

1963年（昭和38年）
　 中央館は東宝九州興行に経営委託、東宝中

央と東宝プラザの2館のみになる。
1964年（昭和39年）
　 東京オリンピック開催でテレビの普及が加速。
1969年（昭和44年）
　 玉野観光株式会社がティーケル氏の後を継

いでサセボボウルが新規オープン。
1970年（昭和45年）
　 経営難に陥った日活はロマンポルノ路線を

スタート。竜介誕生年。
1971年（昭和46年）
　 現在の中央館本社ビル建設。西部警察の撮

影が佐世保で行われ、東宝中央が休憩場と
して使用される。

1974年（昭和49年）
　 大映千日が火事で焼失し、閉館を余儀なく

される。
1977年（昭和52年）
　「 スターウォーズ」公開。これらの大ヒット

により世界的なSF映画ブームとなる。こ
の年の9月西大久保の自宅が火事で全焼。

1978年（昭和53年）
　秀治郎から鴻之助社長に。
1980年（昭和55年）
　 80年代に入るとレンタルビデオ店が増大す

るとともに、ビデオデッキの普及率もどん
どん上がる。

1989年（平成元年）
　 東宝中央閉館し、現在のセントラルパーキ

ングへ。
1992年（平成4年）
　 伊丹監督作品「ミンボーの女」公開。鴻之助

もエキストラ出演。長引く観客数減少によ
り東宝プラザも閉館。

　東宝プラザ閉館後も大ヒット映画は数多く
ある。テレビの登場に始まり、ビデオデッキ
とレンタルビデオ店の普及によって、映画館
に行かないと見られない時代から、映画館で
も見られる時代に変わっていった。公開から1
～2ヵ月もすれば映画館の半分以下の料金で、
上映時間に左右されず自分の時間で見られる
利便さが現代人のライフスタイルにマッチした
のではないかと思います。かくして、単館劇
場が次々と閉館に追いこまれていく時代に上
手く方向転換することが出来、何とか今日ま
で生き延びることが出来ています。 以上
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦

（今週の担当：松尾　 貴・カメラ担当：平尾　幸一）

＊4〜5月  例会卓話者予定＊ 　

４月26日 社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会
  会長　深堀　寛治 様

５月３日  祝日休会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／5月 2 日㈫　17:00～　〔予定〕

5月16日㈫　17:00～　〔予定〕
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／4月20日㈭　19:00（食事）～
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

  ラホヤRC創立70周年記念式典・祝賀会 歓迎レセプション 2017年4月6日
式典・祝賀会 2017年4月7日

4月6日 歓迎レセプション（Claire Reiss会員宅にて）

4月7日 式典・祝賀会（会場：La Valencia Hotel）

4月5日 円田  昭さん誕生日会 ゴルフ参加者

ラホヤRC創立70周年記念品
ラホヤRCとの姉妹締結書

4月7日 コロナド アメリカ太平洋艦隊海軍基地表敬訪問

ケン・キング会長とともに


