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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 11 名・欠席 13 名・ビジター 4 名 ・出席率

69.62 ％

《７月４日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 57 名・免除者欠席 10 名・欠席 12 名・メークアップ 12 名・修正出席率 100.00 ％
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『佐世保の観光について』

もその一員として風光明媚な海と山に囲まれた
異国情緒あふれる街を前面に、刺激ある旅のお
手伝いを、残す任期で精一杯務めさせて頂きた
いと存じます。

させぼ観光大使 大川美奈子 様

（株式会社 親和銀行）

今回の大雨による災害は甚大な被害をもたら
し、未だ大変な生活を余儀なくされている沢山
の県がある中、佐世保市は死者も出ず、被害も
少なく幸いでございました。
私は大学3年の時、関西圏の方々と共に日本の
生活･文化･食･観光と幅広くアメリカに紹介する
というプロジェクトに参加する機会を得、ロサ
ンゼルス総領事館でスピーチをさせて頂きまし
た。その時、総領事館にお集まり頂いたお客様
が、とても日本に関心を持ち、広く日本に興味
がわいたと感想を聞き、この上ない喜びを感じ
た思い出があります。この経験が観光大使の活
動に結びついた気がします。
この1年観光大使の活動の中で、多くの佐世保
市民が良い意味で外国人に対して違和感や偏見
を持たず、温かくおもてなしが出来る市民であ
るということに気づきました。昔から米軍基地
が在り、アメリカ人が当たり前にまちを行き交
い、看板には英語が普通に表記されています。
日本の中でも限られた地域であり、近年では九
州でも数少ない外国船の寄港地となった佐世保
です。多くの外国人が佐世保を知るきっかけが
増えて参りました。観光大使として、多国籍の
皆様をお出迎えし、対応できますよう色々な国
の言葉を勉強しているところです。
旅人にとってインターネット情報だけでは心
細いところもあり、目的地についたものの本当
に宿はあるのか、交通手段は何を利用するの
か、どういう人と出会うのだろうか、不安と好
奇心でいっぱいなわけですから、観光案内所等
はとりわけ佐世保の最初の顔にもなるので、私

『佐世保の観光について
～観光大使と大学生の視点から～』
させぼ観光大使 馬渡 彩加 様

（長崎県立大学 3年）

本日は、佐世保の観光について感じること
を、観光大使と大学生という二つの視点よりお
話させていただきたいと思います。
まず、観光大使になって感じたことは、佐世
保の観光＝長崎の観光となっていることや、
ハウステンボスという固定のイメージが強く、
佐世保ならではの観光が知られていないなと感
じます。佐世保には、佐世保バーガーをはじめ
レモンステーキなどの食、先日、世界で最も美
しい湾クラブに加盟認定された九十九島を代表
とする自然、そして、「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」の世界文化遺産登録では、佐
世保市の黒島の集落も含まれており、歴史文化
面でも大きな観光資源を持っております。日本
そして世界の方々に、長崎県として、さらには
海風の国 佐世保として認識されることが望まし
いのではないかと考えます。また、ハウステンボ
スの集客効果を生かし、市街地へも観光に訪れ
てくれるようになればさらに盛り上がるのでは
ないかと思います。
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次に、大学生の視点から観光を見た際、若者
が魅力を感じる観光地が少ないなと感じます。
県外出身の友人が、佐世保の観光地を楽しんで
いるという様子はあまり見受けられません。
その理由として、車を持っている学生が少な
く、公共交通機関を使うと料金が高いことが第
一に考えられます。佐世保の観光は、親子連れ
や年齢層が高めの方が楽しめるものが多く、そ
れもターゲットを絞るという点ではよいことで
すが、SNSという大きな発信力を持つ若者を、観
光のターゲットにすることに大きな意義を感じます。
さらに今後は、クルーズ船の増加に伴い外国
人観光客も多くなるので、買い物だけではな
く、自然や食にも目を向けていただきたいです。
これからも観光大使として、佐世保の観光が
活性化するよう、私自身も観光について勉強を
しながら、多くの魅力を発信していきたいと思
っております。

そうで話題になっていました。
先週は、富永前会長の最終理事･監事会も開
催されました。1年間の心労から解放されて、
ますますお顔が安堵感一杯になられ、うらやま
しい限りです。地区大会実行委員会も例会後に
毎週開催されるようになり、私は、ますます緊
張が増してきているところであります。
さて、今日の卓話は、させぼ観光大使のお二
人です。昨今、佐世保の観光行政は、「黒島集
落」の世界遺産登録、4月には、モンサンミッ
シェルも加盟している「世界で最も美しい湾ク
ラブ」への加盟承認、また、16万トンクラスの
観光船が接岸出来るようになったりなど、注目
され続けていて、西海国立公園九十九島の認知
度アップ・交流人口の増大のために、相当な費
用を割いて取り組んでおられます。その観光行
政の一翼を担うお二人の、観光に最先端で接し
ておられるお話を今日は楽しみにしております。

例会記録

幹 事 報 告

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
させぼ観光大使
大川美奈子 様（株式会社 親和銀行）
馬渡 彩加 様（長崎県立大学 3年）
○ゲスト
（公財）
佐世保観光コンベンション協会
松尾 麻美さん
○ビジター
佐世保南RC 池内 章雄さん、太田 博道さん

幹事 大久保利博
１．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま Vol.220号」が届い
ております。

会

長

挨

拶
古賀

巖

16日は、早朝から恒例のビー
チクリーンアップが開催されま
した。詳しくは坂元委員長から
ご報告がありますが、猛暑の中
21名もご参加頂き心からお礼申
しあげます。
梅雨明け以降猛烈な暑さが続いていて、天気
予報では、熱中症による身の危険が身近に迫っ
ていると警告が出ております。皆様も十分ご注
意ください。6日の西日本豪雨被害以降、世間
では防災意識も向上しつつあるそうです。しか
し、防災グッズを持っているものの、消費期限
が切れた非常食が入っていることも多いそう
で、お持ちの方はこの機会にチェックされては
いかがでしょうか。ちなみに、先週は「ジャパ
ネットたかた」さんでも、防災意識の向上の一
助になればと、急遽防災グッズの販売をされま
した。しかも、その売り上げを全て寄付される
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２．RI第2740地区 ガバナー 福田 金治さん
公式訪問食事時間 提供時間のお尋ね
３．RI第2740地区 公共イメージ委員会
委員長 久保 泰正さん
My Rotaryアカウント登録率の達成並びにク
ラブセントラルの活用を呼び掛け
11月開催の地区大会までに、50％以上の達成
の目標要請がありました。
４．佐世保南RC
会長 小川
創立60周年実行委員長
國㟢
創立60周年記念誌刊行について

信さん
忠臣さん

５．佐世保南RC、佐世保北RC、HTB佐世保RC、
北松浦RC
「クラブ現況と活動報告書、前年度活動実績
報告書」が届きました。
６．海上自衛隊佐世保地方総監
海将 菊地
聡様
佐世保音楽隊 演奏会ご案内
日時／平成30年9月22日㈯ 14:00〜16:00
会場／アルカスSASEBO
７．西海学園インターアクトクラブ
インターアクト定例会報告 7月17日

８．RI第2740地区 ガバナー事務所より
2740地区 ホームページ更新お知らせ

委員会報告
■ローターアクト委員会
河原 忠徳
①ローターアクト例会報告
日時／7月17日㈫ 18:30より
会場／長崎国際大学2102教室
出席者／
ローターアクト：三原会長、
瀧口会長補佐、仲野幹事
佐世保RC：古賀会長、草津委員長、
赤木委員、安福委員、河原
◦会長挨拶（会長遅参（補講）にて会長補佐挨拶）
◦幹事報告
◦例会プログラム
 ァッションショー「佐世保コレクション」の話
フ
瀧口会長補佐より、地域活性化の取り組み
◦赤木さん講評
②例会変更のお知らせ
今年度より第2・第4木曜の月2回の例会を、2
ヵ月で3回の例会に変更して、新たな取り組み
を始めています。7月のテスト期間、8月から9
月20日迄夏休みとなりますので、メークアップ
等ご注意ください。次回例会は協議の上、改め
てご案内致します。
③9月30日㈰ 地区代表公式訪問例会
午後1時よりホテルオークラにて。
日程が決まりましたら正式にご案内致します。
■インターアクト・青少年活動委員会 菅沼宏比古
西日本豪雨復興支援募金活動
を、7月14日㈯ 親和銀行本店前
にて実施いたしました。募金総
額は153,624円でした。長崎新聞
社を通して被災地に送りたいと
思います。
■社会奉仕委員会
委員長 坂元
崇
先日、7月16日㈪海の日、午前
8時30分より九十九島パールシー
リゾートで行われた「海をきれい
にビーチクリーンアップ」へ参加
してまいりました。
大変な真夏日でしたが、当初
目標の20名を超える22名の参加を頂きまして、
もともときれいな九十九島パールシーリゾート
をさらにきれいにしてまいりました。福田ガバ
ナー、古賀会長、井手会員におかれましてはご
子息までご参加いただき、また多くの会員に参

加していただき有り難うございました。
清掃終了後、テレビ佐世保の取材があり、
カメラに向かって全員でビーチクリーンアップ
宣言も行い、佐世保RCの公共イメージアップ
へ少し繋がったのではと思います。来年6月
に、もう一つの大きな社会奉仕活動「空き缶回
収キャンペーン」へも多くの会員のご参加をよ
ろしくお願いいたします。

ロータリー３分間情報
ローターアクト委員会 安福 竜介
今年度は福田金治さんをガバ
ナーとして輩出している年なの
で、地区の活動報告をさせてい
ただきます。
7月15日㈰ 佐賀県鹿島市「割烹
清川」におきまして朝10:30より
2740地区RA合同会議がありました。
今 年 度 の R Aの 新 体 制 で す が 、 地 区 代 表に
鹿島RACの樋口さん、幹事に島原RACの板山さ
ん、広報に長崎RACの高橋さん、そして代表補
佐に長崎国際大学RACの三原さんという顔ぶれ
です。他の出席者は各RACの会長、幹事さんが
8名、そしてロータリーからは佐世保東の西畑
委員長を始め6名の地区委員が出席しました。
今年度の地区テーマは「LOVE＆PIECES」と
いうことで、「LOVE」とは会員相互間の思いや
り、互いをフォローしていければ素敵な仲間に
なるという意味、「PIECES」とは平和という意
味ではなく、ジグソーパズルのピース（かけら）
という意味で、お互いがプラス（出っ張り）の面
でマイナス（へこみ）の面を補っていくことで、
最後には大きな絵画
（2740地区）
が完成するとい
う意味だそうです。
その他にも今年度は、①クラブ広報月間を実
施して年間の活動の中で1ヵ月間重点的に広報
活動を行い、若い層をターゲットに会員増強に
繋がる広報を行っていく。②会員増強のための
積極的な声掛け。③地区行事等への積極的な参
加と新入会員の参加促進を行う。この3点を目
標に活動を行っていくそうです。
続いて、地区代表公式訪問や西日本豪雨災害
復興支援についての会議がなされ、最後は会員
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増強に関する意見交換会を行いました。どのク
ラブも現状維持か減少傾向にある中ではありま
すが、それを打破すべく活発に意見交換がなさ
れておりました。
会議終了後には懇親会も行い、親睦を深めて
帰ってまいりました。

その他の報告
会計 井手 孝邦
別途お配りしている「2017～
18年度 収支決算書」等をご覧く
ださい。

慶

祝

出席・例会委員会

◯永年会員表彰
岡
英樹さん（40年）

椎山

昇

◯出席100％表彰
山下 尚登さん（21回）、松尾 文隆さん（13回）
溝口 尚則さん（13回）、吉澤 俊介さん（7回）
長浜 陽介さん（3回）、 草津 栄良さん（2回）
木下 貴夫さん（2回）、 萩原多恵士さん（1回）
赤木 征二さん（1回）

古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、德川 晃尚さん
木下 貴夫さん、石田 謙二さん
させぼ観光大使 大川美奈子様、馬渡彩加様の
卓話に期待してニコニコします。
奉仕プロジェクト委員長 円田 浩司さん
16日㈪ 海の日のビーチクリーンアップにおい
ては、福田ガバナー、古賀会長をはじめ22名も
の多くの会員にご参加いただき、ありがとうご
ざいました。おかげ様でテレビ佐世保のスポット
インサセボにも登場させてもらいました。あれ
だけ呼びかけておいて、当日集合時間に遅刻し
た担当委員長になりかわり、ニコニコします。
岡
英樹さん、長浜 陽介さん
松尾 文隆さん、木下 貴夫さん
草津 栄良さん、赤木 征二さん
永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

14,000 円
120,000 円

＊8月 例会卓話者予定＊

佐世保南RC 池内 章雄さん
佐世保南RCから参りました。よろしくお願
い致します。
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８月８日

福田金治ガバナー
佐世保西RCと合同公式訪問例会

８月15日

指定休会日

日時／8月 7 日㈫ （夏休みの為）休会

親睦活動委員会 河原 忠徳
佐世保南RC 太田 博道さん
本日はメークアップでお邪魔します。佐世保
南R Cの太田です。古賀会長、松尾副会長、
大久保幹事のご健闘をお祈りします。

委 員 長
副委員長

佐世保青年会議所
理事長 内海梨恵子 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

ニコニコボックス

クラブ会報委員会

８月１日

大神
黒江

8月21日㈫ （夏休みの為）休会
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月31日㈫ （テストの為）休会
＊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。
＊R AC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。

（今週の担当：長浜
（カメラ担当：橋詰
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

陽介）
文雄）

