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本日の出席率８７.５％：会員数４３名・出席３１名・欠席５名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.６２％：出席２７名・メークアップ８名・出席規定免除会員６名

　皆さんこんばんは。 今日は２０１６～２０１

７年度２７４０地区 第６グループガバナー

補佐に就任される牛島義亮君の激励会

です。 短縮例会ですので挨拶は激励会

で行いたいと思います。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆さん、 こんばんは。 先週の熊本 ・ 大分地震の募金ご協力

ありがとうございました。 又、 先日より日本建築士学会の依頼

で熊本の文化財破損調査に行かれた指山さん、 お疲れ様

でした。

１．例会変更
　　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　５月１７日（火）１２︓３０～
　　  ハウステンボスレストラン船 「デハール」 を

　　  　例会場に変更　

　　　　＊例会場使用可能になったため

　 佐世保東南ロータリークラブ
５月１８日（水）

　　　　場所 ： 森きらら　　＊バラ鑑賞例会の為

　 
２．来　　信

・ガバナー事務所
　鹿島ロータリークラブ　幹事交代のお知らせ

・ガバナーエレクト事務所
　米山奨学生へ名刺の送付

３．依頼・伝達　

・ 次回５月１９日は例会は有田の今右衛門古陶磁美術館の職

　場訪問例会になっております。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

さて、 本日は７月より国際ロータリー第２７４０地区 第６グルー

プガバナー補佐を務められる牛島義亮君の激励会です。 一

年間よろしくお願い致します。 又、 皆様のご協力をよろしく

お願い致します。

牛島 義亮君
本日は私の為に激励会を開いて頂き、 ありがとうございます。

約一年半、 ご迷惑をかけますがよろしくお願いします。

山瀧 正久君
結婚記念日のお花、 ありがとうございました。 これからもよろ

しくお願いします。

香月 章彦君
先月、 誕生日と結婚記念日のお祝いを頂きました。 遅くなり

ましたが御礼申し上げます。 ありがとうございました。

５月３～４日に開催されました第５回佐世保島原ウルトラウォー

クラリーに参加しました。 嫁と息子は彼杵ＣＰまでのチャレン

ジコース、私は例年どおりフルコースにそれぞれエントリーし、

全員時間内に目的地の到着することができました。 練習不

足、 雨、 夜の寒さ、 足の痛み等々試練はヤマほどで、 途中

棄権を何度も考えましたが、 そのたびに岡実行委員長の顔

が頭に浮かび、 気を取り直して歩き続けました。 Facebook

等での応援ありがとうございました。 来年は、 また来年考え

ます。

会員一同
牛島義亮　次年度ガバナー補佐一年間体に気を付けて頑

張って下さい。 ご活躍をお祈り申し上げます。

本日の合計　　　　    32,000 円

本年度の累計　　　  741,000 円
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《 牛島 義亮ガバナー補佐激励会　式次第 》
日時　平成２８年５月１２日（木）１８︓４５～
場所　セントラルホテル　アゼリアの間

会長挨拶 
溝上 純一郎会長
　牛島義亮君、 ガバナー補佐就任おめ

でとうございます。 それに当クラブを代表

して一年間、 ガバナー補佐に就任して

頂くことに厚く感謝致したいと思います。

　

　当クラブからガバナー補佐に就任されるのは４人目だと思いま

す。

２００１年～２００２年度、

　福井ガバナー、 古賀会長の時の牟田 憲市ガバナー補佐

２００６年～２００７年度

　田口ガバナー、 坂井会長の時の芥川 浩一郎ガバナー補佐

２０１１年～２０１２年度

　岩永ガバナー、 田代会長の時の坂井 智照ガバナー補佐

　牛島義亮ガバナー補佐で、 くしくも５年毎の選出ですが第６

グループは６ラブですので６年に一回ガバナー補佐が巡ってき

ます。 今回、 佐世保東ロータリークラブが周年と重なるというこ

とで、 一年早くガバナー補佐の担当を引き受けることになりまし

た。

　牛島義亮ガバナー補佐は一年間、 当クラブを含む６クラブを

４回訪問されることになるかと思いますが、 地区の行事も含めご

苦労様です。 一年間、健康に留意され責務を全うしてください。

激励の言葉
坂井 智照パストガバナー補佐 
　此の度は元ガバナー補佐の経験者とし

て、 激励の言葉を述べよとのことでした

ので、一言御挨拶申し上げます。 今 「激

励」 と申しましたが、 その言葉で、 まっ

先に思い浮かぶのは、 熊本地震により甚大な被害を受けた、

　　　　　　牛島 義亮
次年度ガバナー補佐激励会

　　　　　　　　　　　　　司会　 馬場貴博幹事

１． 会長挨拶　　　　　　　　　　　　　 溝上 純一郎会長

２． 激励の言葉　　　　坂井 智照パストガバナー補佐

３． 次年度ガバナー補佐挨拶

　　　　　　　　　　　　　 牛島 義亮次年度ガバナー補佐

４． 乾杯　　　　　　　　　　　　　　 竹本 慶三パスト会長

５． 万歳三唱　　　　　　　　　   山瀧 正久会長エレクト

隣県、 熊本 ・ 大分県です。 本日が、 おめでたい席であること

は重々承知の上ですが、 あえてこの場をかりて、 被災地への

エールを一言添えさせていただいきたいと存じます。

　『シンプルであることは、複雑であることよりも難しいときがある。

物事をシンプルにするためには、 懸命に努力して思考を明瞭

にしなければならないからだ。 だが、 それだけの価値はある。

なぜなら、 ひとたびそこに到達できれば、 山をも動かせるから

だ。』 これはスティーブ ・ ジョブズ氏の言葉です。

　被災地の状況を一言で 「困難」 と言い表しても実情は様々

です。 特に混乱した状況下では、 何も手に付かない事もある

かと思います。 だからこそ今、 支えられる側も、 支える側にも、

懸命な努力の中で先のジョブズ氏の言う 「シンプル」 が必要で

あり、 複雑な状況や不安な気持ちを整理しながら、 ポジティブ

な心を見失わないことこそ肝心であろうと思います。

　此の度、 大役を拝命された牛島君におかれましても、 これか

らは時にガバナーを支える側であり、 また、 時に我々佐世保

中央ロータリークラブのメンバーより支えられるお立場になられ

ます。 「山をも動かす程の事を成せ！」 とは申しませんが、 迷

いや不安が訪れた時は、 どうか今日の話を思い出して下さい。

そして、どうか、ご自身の力を十二分に発揮されますこと期待し、

また立派に任務完了の日をむかえられます事を心よりお祈り申

し上げ、 私よりの激励の言葉とさせていただきます。

次年度ガバナー補佐挨拶 
牛島 義亮次年度ガバナー補佐
　今日はお忙しい中、 お集まり頂きまし

てありがとうございます。 牟田さん、 芥川

さん、 坂井さんが当時はどういう活動をさ

れたいたのかよく理解してなかったので

すが、 松尾辰二郎さんがよそのクラブでよく指示をされていた

のは記憶にあります。

　私は年２４回、 第６グループを訪問しますが、 その時は当クラ

ブの宣伝と他クラブの良いところを吸収して、 当クラブにフィー

ドバックできたらと思っています。 今回、 ガバナー補佐という大

役を与えて頂いたことでガバナー補佐にならなったら、 知り合う

ことも親しくなることもできなかった人達と親しくなれたのは、 大

役を引き受けた徳なのかなと思います。 何はともあれ、 健康で

一年間、 無事に務め上げてきますので、 皆様のご協力をよろ

しくお願いします。

乾杯 
竹本 慶三パスト会長
　皆様、 こんばんは。 御指名ですので

乾杯させて頂きます。 まずは我々メン

バーが足を引っ張らないように協力をして

いきたいと思います。 それでは牛島義亮

ガバナー補佐が無事に務め上げられることを祈念して、 乾杯！
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／５月１９日１３：００～

於いて /有田　保名（職場訪問例会）

万歳三唱 
山瀧 正久会長エレクト
　御指名ですの万歳三唱をさせて頂きま

す。 牛島義亮ガバナー補佐の２０１６～２

０１７年度の御活躍を願い、 そして活躍

するためには我々のクラブがしっかりとし

た活動をしないと肩身のせまい思いをされますので胸を張っ

て、 活動できるように当クラブいかなければなりません。 牛島

義亮ガバナー補佐が気持ちよく仕事ができるように、 皆様には

是非御協力をお願いします。 それでは牛島義亮ガバナー補佐

の今後ますますの御活躍とご出席の皆様のご多幸と、 そして当

クラブがさらに飛躍することを祈念しまして、 万歳～
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