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ングプロジェクトである英語をシャワーの
ように浴びる場所の一つに図書館がなりつ
つあります。
　また、図書館の中二階ロビーを市民ギャ
ラリーとして市民の作品を展示できる場に
しました。ショーケースをはじめ天井、
壁、手すりなど至るところを利用して市民
の作品を展示しています。予約が1年先まで
埋まるほど好評です。
　さらには、「グループスタディコーナー」
というお話しながら勉強できるスペースを
設けることで、学生の来館が増えました。
　三つ目として、既存のモノをさらに充実
させて、満足度をアップしました。
　図書館は本を借りるだけではなく、CDを
聴いたり、DVDを観たりできますし、上映
会も週2回行っています。さらに特別上映会
として、字幕deシネマ。これは、耳の不自
由な方が、海外映画には日本語字幕がある
から観ることができるけれど、邦画を観る
ことができないという声にお応えして、邦
画に字幕をつけて上映しています。そのほ
か音楽コンサートの上映や、海外映画を字
幕なしで観る上映会もしています。
　最後に、やはり図書館といえば「おはな
し会」ですが、赤ちゃんから児童まで、子
どもの成長に合わせて参加できるように、
開催日を見直しました。
　図書館は、その街に住む人たちと一緒に
育てていく施設だと思います。建物は老朽
化していきますが、図書館スタッフと市民
の皆さんがタッグを組めば、中身はどんど
ん良い図書館に成長していくことができます。

『�佐世保市立図書館の取り組み
について』

　佐世保市立図書館　
　　館長　坂口　周一�様

　現在の図書館は平成6年に開館し、今年25
年目を迎えました。年間の来館者が30万人
を超える施設ですが、読書離れなどもあり
年々減少傾向にありました。しかし、平成
28年度に33万3千人だった来館者数が、平成
29年度は約3万4千人増え、36万8千人まで
回復しました。そこで昨年度実施した三つ
の取り組みを紹介します。
　一つ目の取り組みは、利便性の拡大で
す。平成29年4月から、祝日と第3金曜日を
開館しました。合わせて20時までの夜間開
館を木曜日と金曜日の2日間から、火曜日か
ら土曜日までの5日間に拡大しました。これ
により年間約500時間開館時間が増加しまし
た。日にちに換算すると約60日分増えた計
算になります。
　二つ目は、新規イベントを開催し魅力向
上を図りました。ハロウィンの夜に児童室
での音楽ライブ、子ども落語会、オススメ
本を5分間で紹介するビブリオバトル、視覚
障がいのある方と共同企画した「くらやみ
チャレンジ」というイベントも好評でした。
　英語のイベントも、幼児から大人まで
様々なプログラムがあり、本市のリーディ
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ており、合わせて感謝申しあげます。
　最近は、若者に限らず活字離れが酷いと
聞いております。かく言う私も、朝から晩
までパソコンの前に座ることが多く、反省
することばかりです。
　9月のロータリークラブは識字率向上月間
でもあり、9月8日はユネスコが制定した国
際識字デーでした。ロータリークラブとユ
ネスコが共同で運動をしているそうです。
　2年前のある資料によれば、日本では統計
上識字率は99.8％であり、残りの0.2％は知
的障がい者、言語障がい者といわれてお
り、補助器具による識字を行えば、実質は
100％と考えられています。そんなほぼ100
％の状態では、識字率向上と言ってもほと
んど身近には感じないと思います。しか
し、ほぼ100％といっても、私たちがよりス
キルアップのために、活字を大切にしてい
るかと言えば、昨今の社会状況を見れば、
甚だ疑問符が付いてしまいます。これから
先、活字離れが続くと識字率が下がる可能
性が無いともいえません。
　我がクラブの第16代会長の犬塚皆春さんも、
郷土が誇る作家でありましたし、現会員の
中村徳裕さんも地元佐世保での出版に関わ
っておられますので、もっともっと活字を
大切にしていきたいと思います。

� 佐世保東RAC　幹事　松尾純一郎さん
　この度は佐世保RCの例会に
参加させていただきありがと
うございます。
　さて、佐世保東RACは現在
4名の会員で構成しております。
しかしながら、今年、私をは
じめもう1名、合計2名が年齢退会となります。
　そこで、是非とも当クラブに新規会員を
お願いできないかと思っております。
　急なお話にて大変申し訳ございません
が、クラブ存続のため、何卒ご理解いただ
きます様お願い申しあげまして、ご挨拶と
させていただきます。

　これからも、図書館の魅力向上に向けて
スタッフ一同、頑張っていきますので、皆
さんのお力添えをお願いします。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　佐世保市立図書館　館長　坂口　周一 様
○ビジター
　佐世保東RAC　　 幹事　松尾純一郎さん
○例会風景

� 会長　古賀　　巖
　先週は、台風21号で甚大な
被害が出たと思いましたら、
2日後の6日木曜日に北海道で
震度7の地震が起きました。
改めて両地域で亡くなられた
方のご冥福をお祈りします。
このように自然災害が続いてくると、数十
年前の日本沈没の本を思い出してしまいます。
　さて、本日の卓話は、佐世保市立図書館
館長の坂口周一さんです。本日はお忙しい
中、卓話をしていただき感謝申しあげます。
　市立図書館には、我がクラブの創立50周
年の際の記念事業の一環として、50周年の
年から10年間にわたって、毎年50万円 合計
500万円を寄付させていただきました。その
原資を元に、佐世保市民の為に佐世保RCコ
ーナーを設けていただいております。我が
クラブが、少しでも図書行政に役立てる事
が出来て誇りに思う次第です。また、昨年
からロータリーの友を図書館に置いて頂い

例会記録

ごあいさつ

会　長　挨　拶
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� 幹事　大久保利博
１．2018-2019年度　RI第2740地区　
　　公共イメージ委員会　
� 委員長　久保　泰正さん
　全クラブを対象とする会員研修会（9月18日）
　 公共イメージ委員会の研修会内容資料

を、事前にご覧ください。
　https://yahoo.jp/box/LI3THI
　① 「世界を変える行動人」キャンペーン

のガイドライン（PDF）13ページ
　② ロータリーを生き生き表現しよう「ボ

イス」とビジュアル、アイデンティティ
のガイド（PDF）58ページ

　③ ロータリーの個性を打ち出すための
メッセージ作成ガイド（PDF）15ページ

２．RI第2740地区ガバナー�福田　金治さん
　　第2740地区　IA委員会
� 委員長　德川　清隆さん
　 2018-2019年度 第2740地区青少年ミニ

フェスタのご案内
　　日時／2018年10月13日㈯〜14日㈰
　　　　 （1泊2日）
　　　　　 受付12:30〜 
　　　　　開会13:10〜　閉会12:00
　　会場／佐賀県波戸岬少年自然の家
　　テーマ／『世界の誰かのために行動しよう』
　　参加対象者／ 
　　　 インターアクター、ローターアクタ

ー、国際青少年交換留学生、米山記
念奨学生、クラブのインターアク
ト・ローターアクト委員会より1名以
上の会員

　　 　 地区インターアクト委員会関係者、
地区ローターアクト委員会関係者、
地区米山記念奨学委員会関係者、地
区ライラ委員会関係者、地区青少年
交換委員会関係者

　　 　 クラブ会長・幹事及び一般会員は参
加を希望される方

　　登録料／青少年1名　1,000円
　　　　　　ロータリアン1名　2,000円

■職業奉仕委員会　� 委員長　中川　知之
国際ロータリー第2740地区
2018〜2019年度 地区職業奉仕
研修セミナー報告
　日時／2018年9月8日㈯
　　　　14:00〜16:00
　会場／武雄センチュリーホテル
　出席者／ 中川知之、主催者側に地区幹事

の増本一也さん
　講師に2018〜2019年度 第2510地区（北
海道西部地区）職業奉仕・基本理念委員会
委員長 玉井清治氏を迎えて開催されまし
た。出席者は約200名程でした。講演の第一
部は「奉仕の理念とservice」という題で、
ロータリーが他の奉仕組織と違う点は、他
の組織は全体での奉仕という作業のみであ
るが、ロータリーにはそれに加えて個々人
の奉仕理念があるという事。また、国際
ロータリーの決議でセントルイス宣言とい
われる1923年の大会決議34号で1〜6条の
ロータリーの哲学、クラブの役割・自治
権、社会奉仕指針を定めた決議が一番重要
であるという事でした。また第二部では
「時代と共に変化する職業奉仕」という題
で、大企業の不正問題に触れられ、シェル
ドンの理論である、「職業奉仕の実践はロ
ータリアン個人」にかかわる事項であると
いう事でした。ロータリーの哲学、理念に
ついて大変勉強になりました。

■2018-2019年度　RI第2740地区　
　会員増強委員会　� 委員長　加納洋二郎
　いよいよ来週となりまし
た。9月18日㈫に地区会員セ
ミナーが開催されます。現時
点で研修会参加者約250名、
懇親会参加者150名となって
おります。
　今回はクラブ管理運営・会員増強・公共
イメージの3委員会の共同開催で、福田金治
ガバナーのRC基礎情報に関する説明の場
と、安部直樹パストガバナーの講演が盛り
込まれています。皆様のご協力を宜しくお
願い致します。 

幹 事 報 告 委員会報告
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：大神　吉史）
（カメラ担当：安部　雅隆）

� 朗遊会　坂元　　崇
第2回朗遊会開催のお知らせ
　日時／2018年10月6日㈯
　場所／佐世保C.C　
　　　　石盛岳ゴルフコース
　佐世保RCメンバーのスター
ト時間は9:50〜（10:20）で決
定いたしました。
　9月19日㈬出欠の締め切りとなっておりま
す。ご参加よろしくお願い致します。メン
バー表は9月26日頃お知らせ致します。尚、
この会はソロプチミストのチャリティコン
ペも兼ねております。

� 親睦活動委員会　福田　金吾
○今月の誕生祝い
　米倉洋一郎さん（6日）
　田中丸善保さん（19日）

� 親睦活動委員会　長浜　陽介
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
筒井　和彦さん、赤木　征二さん
中村　徳裕さん
　佐世保市立図書館 館長 坂口周一様の卓話
に期待してニコニコします。

松尾　慶一さん、大神　吉史さん
　佐世保東RAC 松尾純一郎さんの例会への
参加に感謝してニコニコします。これから
も、長崎国際大学RACと仲良く活動してく
ださい。

米倉洋一郎さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

＊9〜10月  例会卓話者予定＊ 

９月26日　観月例会

10月３日　チーム俵事務局　 富田由香子 様

10月10日　親和アートギャラリー
 　　　　学芸員　藤松　綾子 様

10月17日　野球　イチロー選手の父
 　　　　　　　　鈴木　宣之 様

10月24日　新会員卓話 椎山　　昇さん
（九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス）

10月31日　名誉会員
　　　　　 海上自衛隊 佐世保地方総監
　　　　　　　　　　　　　 菊地　　聡 様

　
＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月25日㈫　16:10〜 
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

8月〜9月20日　（夏休みの為）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。

＊ 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。

ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 295,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

朗遊会より


