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本日の出席率７６.７４％：会員数４７名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員５名・ビジター０名

前々回の修正出席率９１.４８％：出席２８名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席９名

　最初の元号 「大化」 から数えて

２４８番目の新元号 「令和」、 その

由来は万葉集の梅花の歌と言わ

れています。 万葉集は奈良時代

にまとめられた日本最古の歌集で

すが、 天皇、 皇族、 歌人さらに農

民など幅広い階層の人々が読ん

だ、 約４５００首の歌が収められて

います。

　２００５～２００６年度、 第１５代会長を務められた橋口佳周さん

は、例会での会長挨拶に万葉集を使われました。 当時ＳＡＡだっ

た私は、 毎週感動して聞いていましたので、 本日のお話をお願

いしました。 今も手元に万葉集を置いていらっしゃる、 橋口パス

ト会長らしい文化を感じさせる素晴らしいお話でした。 「令和」

は英語で表現すると Beautiful　Harmony だそうです、 佐世保中

央ロータリークラブが、 令和の時代に、 より一層美しく調和した

クラブに成ることを祈念します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更
　　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　５月２１日 （火） １８：３０～　 セントラルホテル佐世保

　　　　　　　　　　　　　　夜の例会のため

２．来信
　　　■国際ロータリー日本事務局

　　　　 ・５月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝112 円

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　 ①スシル ・ グプタ氏が RI 会長ノミニーの職を辞任

　　　　 ②2018-2019 年度 ガバナー月信

　　　■佐世保東ロータリークラブ

　　　　　 ・ ８RC 親睦ゴルフ大会スタート表について

　　　■佐世保西ロータリークラブ

　　　　　 ・ 次年度会長 ・ 幹事交代のお知らせ

中央会　馬場 貴博 君
８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会のメンバー表が来ましたの

で、 参加の皆様よろしくお願いします。

　　　　　会長 （旧）　門田　治男 （㈱門田建設 ・ 代表取締役）

　　　　　　　　 （新）　鴨川　潔　（鴨川建築設計事務所･代表者）

　　　　　幹事 （旧）　鴨川　潔　（鴨川建築設計事務所･代表者）

　　　　　　　　 （新）　酒井　英士 （㈱ライフプラザパートナーズ）

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
大型の１０連休、 皆様は、 いかがお過ごしでしたか？

年号も新しく 「令和」 になり、 本日は、 令和元年最初の例会

となります。 また、 本日の夜例会より、 ウェルカムドリンクが復

活しております。 よりより、 懇親がはかれますよう、 よろしくお

願いします。 最後に本日は、 青少年奉仕委員会のクラブ協

議会です。 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。

竹本 慶三君
５月３日誕生祝いありがとうございました。 昨日付で８期１６年

就任しました、四ヶ町商店街理事長を辞任させて頂きました。

悪い事をしてやめるのではないのし紙面を騒がせました。

本田 実君
１０連休の始めは、 歴史の勉強を！と天草にへドライブ！と

行って来ました。 三角西港→天草本渡→牛深→崎津教会

→原城の跡と島原の乱の勉強をして来ました。

連休後半は、 ５月１日に小さく生まれた孫 （男子） を見に行く

毎日でした。

井手 陽一君
芥川さん、 香月さん、 完歩おめでとうございます。 やはりお２

人はすごいです。 感動しました。 お疲れ様でした。
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本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　  699,000 円

香月 章彦君
５月３～４日にかけて、 今年も懲りずに島原までの集団散歩

に参加してきました。 川棚あたりまで芥川幹事について行き

ましたが、 あまりの暑さにバテてしまい、 徐々に離され、 彼

杵 CP 手前で見失いました。 その後、 「リタイア」 の四文字が

頭に浮かびながらも、 なんとか島原市内へ。 ラスト１ｋｍ付近

で「20 時間台でのゴール」がちらつき、最後の力を振り絞り「２

０時間５７分２８秒」 で完歩できました。

応援にきていただいた崎元会長、野村副会長、牛島さん ( 他

に来て下さった方がいらっしゃればごめんなさい )、 SNS 上で

励ましていただいた皆さん、 ありがとうございました。 そして、

吉野実行委員長、 岡さん、 井手さん、 馬渡君、 運営お疲

れ様でした。

「また来年！」 があるかどうかはわかりませんが、 とりあえず６

回目の完歩！達成しました！！ということでニコニコします。

追記、 馬渡先生、 来年はもちろん黄色いゼッケンですよね

( 笑 )

芥川 圭一郎君
ウルトラウォークラリー　５０歳でも無事に完歩出来ました。

運営をされた吉野実行委員長を始めとします、 実行委員会

の方々、 また、 スタートに応援で駆けつけていただきました、

牛島さん。 ゴールで応援いただきました、 崎元会長 ・ 野村

副会長、 ありがとうございました。

香月さん ・ 馬渡君、 お疲れ様でした。

吉野 英樹君
連休真っ只中の５月３日・ ４日、 第８回佐世保島原ウルトラ

ウォークラリーが、 開催されました。 実行委員長の日頃の行

いが良かったので、 すこぶる快晴でした。

牛島さん始めスタートの応援に来てくださった皆様、 そして、

島原のゴールまで来てくださいました崎元会長、 野村副会長

本当にありがとうございました。 多くの方々に支えられてこそ

の大会だと実感しています。 そして、 見事１０５ｋｍを踏破さ

れた、 香月さん、 芥川さん本当にお疲れ様でした。 また参

加してゴールした後にもかかわらず、 ボランティアスタッフとし

て活躍してくださいました馬渡さん、 ボロ雑巾のように使い倒

してごめんなさい。

私は実行委員長はクビになりましたが、 ウォークラリーは来年

も同じく５月３日・４日に開催されますので、 来年も参加・応援・

スタッフ協力などよろしくお願いしたいのでニコニコします。

片桐 康利君
佐世保、 島原ウルトラウォークラリー実行委員長 吉野さん、

運営と開会式の素晴らしいご挨拶、 大変お疲れ様でした。

それはそうと、 有吉先生、 ダイビングにはまられ　先月アドバ

ンスの資格も取得されたということで、 おめでとうございます。

そのせいか海の男のような姿になられ、 男らしさに磨きがか

かってかっこ良いと思います。

馬渡 圭一君
香月先生、芥川幹事、令和時代最初のウルトラウォークラリー

１０５キロの完歩おめでとうございます。 岡さん、 井手さん、

第９回クラブフォーラム

ＳＡＡ： 橋口佳周君　

次回例会／５月１６日１２:３０～

吉野さん、 裏方の支えありがとうございました。 崎元会長、

野村副会長、 牛島さん、 応援ありがとうございました。 皆様

方の雄姿に触発されて、 自分も３２キロですが完歩いたしまし

た。 お祝いとお礼と記念を兼ねて、 ニコニコいたします。

青少年奉仕 吉野 英樹委員長　
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