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日》会員数 78 名（出席免除会員 23 名）
・出席 53 名・免除者欠席 10 名・欠席 15 名・ビジター 4 名 ・出席率

67.95 ％

《９月５日》会員数 78 名（出席免除会員 23 名）
・出席 43 名・免除者欠席 13 名・欠席 22 名・メークアップ 22 名・修正出席率 100.00 ％
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『世界が認めた佐世保･九十九島』
公益財団法人
佐世保観光コンベンション協会
常務理事 兼 事務局長

川口

裕樹 様

佐世保市民にとって大きな誇りであり、かけがえ
のない財産でもある「西海国立公園 九十九島」。
佐世保市では、毎年9月19日を「九十九島の
日」と定め、大自然が与えてくれたこの貴重な
財産を、子々孫々まで大切に譲り続けていくた
めにも、九十九島の美しさ、素晴らしさを市民
の皆さんに再認識していただき、一人でも多く
の人に知っていただき、そして、広く自然や環
境の大切さを考えるきっかけとするために、さ
まざまな取り組みを行っています。
また、観光面においても、九十九島のもつポ
テンシャルを活かし多くの来訪者をお迎えする
ため、九十九島の玄関口である「九十九島パー
ルシーリゾート」等の施設整備や旬の情報の発
信など、ソフト・ハード両面からの観光振興が
図られています。
平成30年4月19日、「九十九島湾」は、フラン
ス・ヴァンヌ市に本部を置くNGO「世界で最も
美しい湾クラブ」に加盟認定されました。「世
界で最も美しい湾クラブ」とは、湾を活かした
観光振興や経済発展についての情報交換、PR活
動を行うことを目的に1997年3月に設立された
国際機関で、現在、26の国と地域・43湾が加盟
しています。
フランスのモンサンミシェル湾やベトナムの
ハロン湾、日本三景の松島湾、宮津･伊根湾（天
橋立）など国内外の有名な湾と肩を並べて、
九十九島が“世界で最も美しい湾”として認め
られたというブランド力が高まることから、

国 内 加 盟 湾 （ 松 島 湾［ 宮 城 県 ］、 富 山 湾［ 富 山
県］、駿河湾［静岡県］、宮津・伊根湾［京都府］）
との連携を図るとともに、海外プロモーション
の実施などを通じ、国内外に向けて「九十九
島」の自然景観や豊富な食など、その潜在的な
魅力を存分にアピールしていきたいと考えてお
ります。
さらに、本年7月には「長崎と天草地方の潜伏
キリシタン関連遺産」が、世界文化遺産に登録
されました。
キリスト教禁教期の厳しい生活条件の下、既
存の社会・宗教と共生しつつ、自らの信仰を継
続していった潜伏キリシタンの人々の歴史を物
語る、他に例を見ない遺産で、その普遍的な価
値が世界に認められたもので、本市からは、
九十九島の有人島の一つである「黒島の集落」
が構成資産に含まれています。
こうした好機を十分に活用し、九十九島観光
の更なる充実を図っていくためにも、行政や関
係機関の皆さま、市民の皆さまと一体となっ
て、九十九島の魅力の発信を強化してまいりま
すとともに、受け入れ態勢の整備と観光客の誘
致促進に、今後ともより一層努めてまいりたいと
思います。

例会記録
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会
常務理事 兼 事務局長 川口 裕樹 様
○ゲスト
公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会
総務部 次長
川副 希美 様
○ビジター
北松浦RC
会長
横尾 成人さん
幹事
上ノ原宏二さん
50周年実行委員長 西田 耕也さん
山口 俊一さん
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会長 古賀
巖
昨日は、第2740地区の全会員
向けの会員研修会に、連休明け
の平日で大変お忙しいにもかか
わらず、我がクラブから約40名
ものご出席を頂き誠にありがと
うございました。私は、ただた
だ感謝申しあげるしかございま
せん。また、加納洋二郎さんは担当委員長、
納所佳民さん、坂元 崇さんは司会としてご活
躍頂き大変お疲れ様でした。福田金治ガバナー
におかれましては、地区内の公式訪問が終わら
れたとのことです。大変お疲れ様でした。やっ
と一段落されたことと存じます。しかし、地区
大会まで、とうとう2ヵ月を切ってしまいました。
8月29日の例会挨拶の中で触れましたよう
に、我がクラブには、大きなイベント事を経
験・運営した、優れた人材、いわばスペシャリ
ストと呼ばれる方が豊富にいらっしゃいます。
そんな担当の部署の方々は職務全うのため、ま
た我が佐世保RCの為、大変お忙しい中にも、経
験から純粋で客観的な判断をして準備をし意見
を頂いています。
実行委員会で、お互いに敬意を払う事を忘れ
ずに意見を十分に交わし、さらに客観的な検
討・準備をして、佐世保RCらしいスマートな地
区大会を目指して欲しいところです。あと、2ヵ
月弱みんなで頑張りましょう！
今日9月19日は「苗字（名字）の日」です。
明治3年9月19日（新暦：1870年10月13日）、戸
籍整理のため、太政官布告「平民名字許可令」
により平民も「苗字」を名乗ることが許された
ことを受けて、記念日に制定されました。平安
時代中期以降に登場したとされる「苗字」は、
ご存知のように江戸時代には武士の特権であり
ました。
しかし、長い間名前だけで通してきた人々
は、なかなか「苗字」を名乗りませんでした。
そのため、1875（明治8）年2月13日には「平民
苗字必称義務令」が出され「苗字」をつけるこ
とが義務化されたそうです。ちなみに2月13日
も「苗字（名字）の日」になっていて「苗字制
定記念日」とも呼ばれます。
ところで、日本で一番多い性は、もちろん佐藤、
その次が鈴木、以下高橋、田中、伊藤、渡辺、
山本、中村、小林、加藤と続きます。
では、英語圏で最も多い姓はなんでしょう
か？ネットで調べてみました。英語圏において
は、職業名に関する「苗字」の方が多く、「Smith
（スミス）」：鍛冶屋、「Taylor（テイラー）」：仕
立屋、「Miller（ミラー）」：粉屋、「Butcher
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（ブッチャー）」：肉屋の順になっています。
日本でも、もちろん職業に関する「苗字」も
多いですが、最も多いものは地名を由来とする
名前だそうです。さらに、藤がつく名前として
は、平安時代の藤原氏と地名から来ているものだ
そうです。
さて、本日の卓話は観光コンベンション協会
の川口裕樹さんです。よろしくお願い致します。
7月18日の例会では、佐世保観光大使のお二人
に卓話を頂きましたが、前観光課長、常務事務
局長という立場でのお話を伺います。
ここ数年は、特に九十九島の認知度アップ
に、相当な予算で臨まれているように感じま
す。今年は、黒島集落の世界遺産の決定や世界
で最も美しい湾クラブの加盟認定などもあり、
今後佐世保の観光行政がどのように変わろうと
しているのか、観光コンベンション協会として
の方向性も興味があるところです。

ごあいさつ
北松浦RC    会長
幹事
50周年実行委員長

横尾 成人さん
上ノ原宏二さん
西田 耕也さん
山口 俊一さん
北松浦RC 創立50周年記念式典開催のご案内
日程／2019年2月16日㈯

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局
池田 豊会員へマルチプル・ポール・ハリス・
フェロー認証ピン贈呈 レベル8
２．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 V o l.222号」2018年
9月13日㈭発行。
３．RI第2740地区

公共イメージ委員会
委員長 久保 泰正さん
9月1日㈯付け各クラブのMy Rotaryアカウン
ト登録率、Rotary Club Centralの目標設定入力
状況のお知らせ

４．第2740地区 ガバナー事務所
第2740地区ホームページ更新のお知らせ
５．大村ロータリークラブ
「週報No.6〜9」が届いております。

委員会報告
■資金推進・財団・米山委員会
委員長 西田 勝彦
松尾文隆さんより、ご尊父 元会員 松尾一三様
の初盆で、友愛基金へご寄付をいただきまし
た。お心遣いありがとうございました。
■地区会員増強委員会
委員長 加納洋二郎
9月18日㈫に「全クラブ会員を
対象とする研修会」を開催致し
ました。 皆様のご協力のもとに
概ね滞りなく終えることが出来
ました。心より感謝申しあげます。
今回はクラブ管理運営、公共
イメージ、そして会員増強の3委員会の合同開催
という、初めての試みであり、その調整に手間
取ったこともあって、会員の皆様には不明解な
点があった事と反省致しております。にもかか
わらず、福田金治ガバナーや、また、安部直樹
パストガバナーのご登場もあり、佐世保RCの皆
様には多数出席して頂き、当日は準備段階から
自発的なご協力があり大変心強く、改めて佐世
保RCの底力と素晴らしさを、再認識した次第で
す。今回のテーマ「会員増強の根源」は、やは
りクラブの魅力が根底にあると思います。
私自身が大変勉強になった研修会でした。
本当にご協力有り難うございました。
■プログラム委員会
德川 晃尚
2018-2019年度 RI第2740地区
全会員研修会 出席報告
昨日9月18日㈫に開催されまし
た「全会員研修会」に出席いた
しましたので、私の感想も含め
てご報告いたします。
「全会員研修会」には、約260〜270人が集ま
り、会場はピリッとした緊張感に包まれていま
した。そのような中で始まった研修会では、会
員増強対策が各ロータリーの共通の課題となっ
ている中で、「長崎出島ロータリークラブ」の成
功事例の報告がありました。計画的、戦略的に
会員増強に取り組まれて成果をあげられた話が
印象に残りました。会員増強のコツとして「親
しい友人よりも、親しくなりたい人を誘う」と
いう話がございました。
そして「公共イメージ活動の必要性」、ロータ
リーの認知度をさらに上げていくこと、ブラン

ド化についても考えていくべきであるという話
は、私たちメディアの仕事に携わる者にとって
も興味深い内容でした。
続いて、福田金治ガバナーによる「ロータリ
ー情報」のお話、ロータリーの会員となって年
数の浅い私は、例会などで何気なく使っている
言葉の一つ一つの意味や、ロータリーの歴史に
ついて「再確認」いたしました。
最後は、安部直樹パストガバナーの講演「ロ
ータリーは人生の羅針盤」でした。「今、このよ
うな時代であるからこそ親睦が必要であること」
「ロータリーの奉仕は、自分の満足度をいかに
高めるかということ」「小さな善の積み重ねでロ
ータリーが地域の中で認められていく」といっ
たお話がとても心に響き、私にとっては非常に
有意義な研修会でした。

朗遊会より
朗遊会

坂元

第2回朗遊会開催のご案内
日時／2018年10月6日㈯
佐世保RCメンバーの
スタート9:50〜
参加締め切りは本日いっぱい
となっております。皆様ふるっ
てご参加ください。次週メンバ
ー組み合わせは発表できると思います。

崇

ロータリー３分間情報
ロータリー情報・文献記録委員会 遠田 公夫
今年度、RI第2740地区「ロー
タリーの友」委員を拝命、任務
①は、毎月、「友」を熟読し感想
文を送る事、その結果、長年の
劣等生が少しロータリアンらし
く変身しつつある今日この頃で
す。任務②は、9月号の特集、
「友」を机に「積んどく」では無く、読んで得
をとって欲しいという意味で「読んどく」をお
勧めする事。中味は、地域との連携、職業人と
してのあり方、更には、人生の歩み方など、有
益な情報が満載されておりますので、どうか
「読んどく」を、お願いします。任務③は、そ
の時期のRIのテーマ記事を紹介すること。そこ
で、10月のポリオ月間をご理解頂くべく、ポリ
オを発症した男性の壮絶な人生を描いた映画、
「ブレス＝幸せの呼吸」の予告編を紹介致しま
す 。こ の 映 画 は B B C 制 作 、 配 給 元 ㈱
KADOKAWAで、9月初旬より全国で劇場公開
されております。長年のポリオ撲滅運動を知る
一助にして頂ければ幸いです。
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出席・例会委員会
◯永年会員表彰
中島 祥一さん（33年）
◯出席100％表彰
川口 博樹さん
（5回）
、河原
古賀 久貴さん
（4回）
、橋詰

椎山

昇

忠徳さん
（5回）
文雄さん
（2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
富永 雅弘さん、納所 佳民さん
坂元
崇さん、遠田 公夫さん
石田 謙二さん、中村 徳裕さん
佐世保観光コンベンション協会常任理事
兼事務局長 川口裕樹様の卓話に期待してニコニ
コします。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、福田 金治ガバナー
橘髙 克和さん、増本 一也さん
遠田 公夫さん（先日は卓話で失礼致しました）
北松浦RC 横尾成人会長のご来訪を歓迎して
ニコニコします。
松本 英介さん（病人組合）
ガバナーがご無事で戻られホッとしています。
橋詰 文雄さん
出席100％表彰ありがとうございます。

ニコニコボックス
親睦活動委員会 谷川 辰巳
RI第2740地区 ガバナー 福田 金治さん
9月14日㈮ の長崎出島RCの公式訪問で、本年
度35回の公式訪問が予定通り終了しました。
これからは、11月16日㈮、17日㈯ の地区大会
に向けて、全力でガバナー職をつとめますの
で、会員の皆様のご協力を宜しくお願いします。
RI第2740地区 地区幹事 増本 一也さん
昨日の「地区会員研修会」では、加納洋二郎
地区会員増強委員長はじめ、佐世保RCの皆さん
に大きなご支援を頂き、研修会を成功裡に終わ
る事ができました。ありがとうございました。
そして、ガバナー公式訪問例会も、先週9月
14日㈮、長崎出島RCを以って、全日程が終了致
しました。7月10日㈫より約2か月、57RC・35
回の公式訪問は福田金治ガバナーにおかれまし
ても、心身ともにハードだったと思います。終
わったときは、福田金治ガバナーも、一安心さ
れたご様子でした。（これは、独り言ですが、私は

私で、福田ガバナーとは、別の意味でようやく終わ
ったなと思っていました。なんせ、35回連続で、
福田さんのガバナー卓話を聞いておりましたから…!?）

北松浦RC
横尾 成人 会長、上ノ原宏二 幹事
50周年実行委員長 西田 耕也さん、山口俊一さん
北松浦RC創立50周年式典、祝賀会へのご出席
のお願いに参りました。よろしくお願い致します。

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

30,000 円
325,000 円

＊10月 例会卓話者予定＊
富田由香子 様

10月３日

チーム俵事務局

10月10日

親和アートギャラリー
学芸員 藤松

綾子 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／10月2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＊

地区代表公式訪問例会
日時／9月30日㈰ 13:45〜 登録開始
会場／長崎国際大学 2101教室
＊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：橋詰
（カメラ担当：大神
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

文雄）
吉史）

