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《ゲスト卓話》
「アメリカ映画の歴史」
国際ロータリー第 2740 地区
牛島義亮 第６グループガバナー補佐

「感謝の言葉」
こんにちは。今回 4 回目の訪問になりガバナー補佐
としての最後の訪問です。早いもので、あっという間
に一年間が過ぎようとしていますが、佐世保北ロータ
リークラブの皆様には大変お世話になりました。最初
ガバナー補佐を受け不安気に色々な地区の研修会等
に参加した折、その都度藤井会長と自信を持った宮﨑
幹事の顔を見てほっとしたものです。本当にありがと
うございました。
今日は第 6 グループの訪問でも最後の卓話になり
ますので、私の一年間の感想を述べさせて頂いた後、
映画の話をしたいと思います。
本日の例会 「親睦しながら親睦を考えよう」 親睦活動委員会
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まずこの一年間で私が一番感じた事は第 6 グループ
も大きく 2 つに分かれるということです。
一つは歴史がありロータリーの信念もしっかり理解
した 3 クラブとまだ歴史が浅くやっと 30 周年に向け
て成長段階の 3 クラブです。
私達の佐世保中央ロータリークラブも創立 26 年には
なりますが、
未だ未だロータリー活動に対して未熟だ
なと感じました。そしてロータリークラブの活動は人
数には関係なく歴史と伝統なのだと佐世保東ロータ
リークラブを訪問させて頂いて痛感しました。
そして
一番ショックを感じたのがスポンサークラブである
佐世保北ロータリークラブの活動です。追いつけ追い
越せと目指して頑張って来た中央ロータリークラブ
ですが、親子ぐらいの差があると感じました。その思
いは今回私に同伴して来たメンバー達も同じように
感じております。そういった意味で、今回の私のガバ
ナー補佐訪問に全員参加と強制したのは大変良かっ
たと思います。今回延べにすると全員で１００回以上
のメーキャップをしてもらい、全員が他のクラブの例
会や活動を勉強したと思っています。
これが私の活動で自クラブに対しての一番の貢献で
ありメンバーから受けたフォローは私のロータリー
ライフの中での一番の財産になりました。メンバーに
深く感謝しています。他のクラブに対してもよそのク
ラブの活動を知ってもらう必要があると思い訪問し
た時に、その他のクラブの現況報告をスライドで上映
し他のクラブの状況を知ってもらいました。自己満足
かもしれませんが、私なりに考えたガバナー補佐活動
でしたのでご理解ください。
最後になりましたが今回の卓話は映画の宣伝になり
ます。私の職業奉仕だと思ってご勘弁ください。
よろしくお願い致します。
次回例会

第４回クラブ協議会

宮﨑 有恒 幹事

《会長挨拶》

3.伝達事項
藤井良介 会長

本日は 2740 地区第 6 グループ牛島義亮ガバナー補佐
の卓話「アメリカの映画史」についてです。日頃はク
ラブの同好会「映画友の会」や、先日の「従業員招待
映画例会」でも大変お世話になっております。ガバナ
ー補佐として最後のご訪問となりますが、この一年間
牛島ガバナー補佐におかれましては大変お疲れさま
でした。謹んで拝聴したいと思います、よろしくお願
い致します。
先週の金曜日（6 月 2 日）は、東田会員の卓話が佐世
保南ロータリークラブであり、私と副会長、幹事の 3
人でメークアップに行ってきました。高専愛あふれる
素晴らしい卓話で、インターアクトクラブの提唱につ
いても触れて頂きありがとうございました。
またその夜は、ロータリー情報委員会の「家庭集会」
が永田副会長の別荘でありました。
３年未満の会員に
対して案内を出しましたが公門会員だけの出席でし
たが、たいへん楽しい家庭集会でした。新入会員には
今後とも是非出席して頂けたらと思います。
そして一昨日は北斗会最後のコンペ（取り切り戦を兼
ねて）が石盛岳カントリークラブでありましたが、詳
細は緒方会員より報告があると思います。

①会員名簿（勤務先、勤務先・自宅の住所・電話番号、
職業分類、携帯番号）の変更がある方は本日、名簿
を回しますので再度ご確認をお願い致します。
②6/12（月）次回例会は「親睦しながら親睦を考えよ
う」親睦活動委員会です。
よろしくお願い致します。
《来訪ロータリアン》
・第 6 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 牛島義亮ガバナー補佐
・佐世保 RC 平尾幸一君
・佐世保中央 RC
浅野訓一君 馬場貴博君 南部 建君 松尾英機君
指山康二君 野村和義君 井手陽一君
《今月の結婚祝い》
H. 3.6. 2
S.59.6.12
S.55.6.18
H. 5.6.20

松尾重巳・ゆかり夫妻
森 豊・康子夫妻
永田武義・芙美子夫妻
東田賢二・敬子夫妻

《今月の誕生祝い》
S.17.6.21 小西宗十君

《幹事報告》

S.52.6.6 三谷秀和君

宮﨑 有恒 幹事
《新入会員紹介》
1.例会変更
･佐世保東 RC
6 月 15 日（木）12：30～→6 月 21 日（水）
ファーストイン早岐（新旧役員交代式のため）
・ハウステンボス佐世保 RC
6 月 27 日（火）12：30～→18：00～
インターナショナルカフェ（新旧交代夜例会のため）

2.来信
･国際ロータリー日本事務局
①ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ／ｲﾝﾀｰーｱｸﾄｸﾗﾌﾞの年次報告のお願い
②ロータリー親睦活動月間 リソースのご案内
・ガバナー事務所
ガバナー月信 6 月号

氏
名：鐘ヶ江和重（カネガエ
入 会 日：2017 年 6 月 5 日
生年月日：1967 年 12 月 20 日
職業分類：酒精飲料販売
勤 務 先：（有）鐘ヶ江商店
役
職：取締役

カズシゲ）

《委員会報告》
緒方信行 次期国際奉仕委員長
７月に厦門理工学院と佐世保高専の交流事業で、厦
門理工学院の学生が来日します。今年は例会の日程
が合いませんので、15 日にクラブ会員有志との交流
を行い、またショートステイも行います。
緒方信行北斗会幹事
３日の北斗会参加のみなさまお疲れさまでした。優勝
は松永祐司会員でした。

緒方信行君
牛島義亮第６グループガバナー補佐のご来訪を心か
ら歓迎申し上げます。先日の北斗会で、松永祐司会員
が取り切り戦も含めて完全優勝でした。おめでとうご
ざいました。
他の参加者のみなさまの上達を切に期待
しています。
松永祐司君
先日の北斗会参加のみなさまお疲れさまでした。おか
げさまで北斗会の優勝と取り切り戦の会長賞をダブ
ルでいただきました。ベスグロまで取れて最高です。
ニコニコで～す。

《ニコニコボックス》
公門新治 親睦活動委員
牛島義亮 第６グループガバナー補佐
こんにちは、やっと最後の訪問になりました。本当に
１年間お世話になりました。ありがとうございました。
佐世保 RC 平尾幸一君
佐世保 RC の平尾です。久しぶりにメイキャップに参
りました。よろしくお願いします。

森
豊君
村瀬高広君
公門新治君
宮﨑有恒君
渡会祐二君
藤井良介君
６月２日に開催された家庭集会にご参加のみなさま
お疲れさまでした。会場を貸していただいた永田会員
ワインとシャンパンおいしかったです。ありがとうご
ざいます。森委員長お疲れさまでした。
牛島ガバナー補佐のご来場を歓迎いたします。
鐘ヶ江和重さんのご入会を心より歓迎いたします。
「家庭集会」

佐世保中央 RC
浅野訓一君 野村和義君 馬場貴博君 松尾英機君
指山康二君 南部 建君 井手陽一君
お世話になります。中央ロータリークラブより、牛島
ガバナー補佐の鞄持一行で参りました。本日はよろし
くお願いします。
藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事
本日の卓話者は牛島義亮第６グループガバナー補佐
です。ようこそいらっしゃいました。今年最後の訪問
になりましたが、この１年間のお役目ご苦労様でした。
また先月の従業員招待映画例会でも大変お世話にな
りありがとうございました。本日は映画についての卓
話ですので、リラックスして聞かせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。
そして本日は新入
会員の入会式が行われ、
鐘ヶ江和重さんの入会を心か
ら歓迎します。一緒にロータリーライフを楽しみまし
ょう！
平石晃一君
先日の家庭集会、永田さん大変お世話になりました。
出席の藤井会長、宮﨑幹事、森委員長、村瀬会員、渡
会会員、公門会員、有意義な家庭集会ができ、よい勉
強会ができたのではないかと思います。次年度は宮﨑
会員が担当委員長ということで、張り切っておられま
すので、期待します。出席の皆さん、永田さん、あり
がとうございました。
クラブ会報委員会

委員長 /二ノ宮 健

委員 / 小西宗十

豊島揆一君 小西宗十君 古賀新二君
岡井正明君 二ノ宮 健君 中野雄一郎君
中山 誠君
峯 徳秀君 湯口純二君
蒲池芳明君 松尾重巳君 船津 学君
田島 慎君 八木順平君 松田亜由美君
本日の卓話、
牛島義亮第６グループガバナー補佐どう
ぞよろしくお願いします。６月２日の家庭集会参加の
みなさま、お疲れさまでした。
本日新入会員の鐘ヶ江和重さま、ご入会を心より歓迎
します。
本日の合計
中山

誠

47,000 円

鳥越敏博

蒲池芳明

累計 1,690,500 円
（記事担当

小西 宗十）

