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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
2018～2019年度 R.I.会長 バリー・ラシン （バハマ　イーストナッソーRC）
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動が本格的にスタートしました。きっかけ
は平成25年に始まったトレイルコースづく
りでした。佐世保要塞の一部「丸出山観測
所跡」を訪ねる人が増えてきたことから、
九州大学景観研究室に協力をお願いして、
地元の皆さんと一緒に、住民だから知って
いる景観スポットや、語り継がれてきた歴
史も紐解きながら、平成27年度までの3年間
に、半島内4町それぞれのマップを作成し、
住民手作りの道標を設置しました。そのよ
うな活動の中で、住民の皆さんが多くの課
題を抱えつつも、故郷を誇りにしていらっ
しゃることが強く感じられました。
　半島の中心部にあった福祉施設の移転、
ふたつの小学校と中学校の統廃合、2016年
には半島の人口は200人を下回るというデー
タもあります。故郷がなくなるかもしれな
いという危機感が、地域づくり活動への原
動力となりました。
　平成27年度に、住民による話し合いを重
ね「俵ヶ浦半島未来計画」を策定。40年後
の目標は現在の人口規模を維持し、半島の
豊かな景観や暮らしを持続すること。その
ために、半島の魅力を発信し、訪れてもら
い、滞在してもらうことで、移住者やU
ターンを増やしていく計画です。スローガ
ンは「ヒトがオモテ」。一人ひとりの個性を
大事に、仲の良いコミュニティを生かした
まちづくりを目指しています。

『�俵ヶ浦半島の魅力』

　佐世保市政策経営課
　集落支援員（嘱託職員）
　　富田柚香子�様

　俵ヶ浦半島は、佐世保港から高後崎まで
南に約10㎞、東岸が佐世保港に、西岸が
九十九島に面した半島です。現在、下船越
町、庵浦町、野崎町、俵ヶ浦町の4町に、
1100人ほどが暮らしています。
　佐世保市は明治期、海軍鎮守府設置以降
の歴史の浅い街だといわれますが、半島の
歴史は中世以前からと古く、佐世保のルー
ツといえるかもしれません。
　庵浦町の山中にあったとされる山城跡、
半島の南端、高後崎にある江戸時代の平戸
藩番所跡、明治期に佐世保軍港を守るため
に設置された「佐世保要塞」と呼ばれる砲
台群など、中世から江戸、明治、そして現
在までの日本の歴史を物語る空間が点在し
ている、俵ヶ浦半島はそんな歴史のエリア
です。
　いっぽう西側は、眼前に西海国立公園
九十九島の景観が広がっており、展海峰や
花の森公園、白浜海水浴場などの施設も整
備されて、多くの観光客が訪れています。
　この半島で、今年度から地域づくりの活
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　国土交通省後援の、「都市景観の日」実行
委員会の資料によれば、「都市の景観は国民
共有の誇りうる財産として、美しく風格の
あるものであり、また、地域固有の歴史や
風土が尊重され、そこで生活し活動する
人々にとって、親しみと敬意の対象となら
なければなりません。」とあります。 
　佐世保で言えば、九十九島を代表する海
や本日卓話をして頂く、俵ヶ浦等の自然や
農産物。黒島集落のような歴史的なものか
ら派生したもの。近代建築物である、赤煉
瓦などの日本海軍の建物、海軍カレーなど
の食べ物。ハンバーガーなどのアメリカン
な食べ物。外人バー街、アメリカンフェス
ティバルなどのお祭り、佐世保ジャズやブ
ルース・ロックなどのアメリカン音楽等、
いろんなものが、佐世保らしさであり、構
成するもの全てが佐世保の都市景観と言われ
るものではないでしょうか。
　本日卓話をしていただく、富田さんと私
は同学年でもありまして、竹下総理の「ふ
るさと創生１億円」のときに、佐世保市で
は文化事業に特化しようということで、全
国的にも珍しかった、文化活動をする団体
やグループを支援する「させぼ塾」という
ものがありました。その事務方と私や我が
クラブの富永雅弘さんなどと「運営委員」
という立場で、一緒に取り組みましたが、
大変充実した数年間でありました。その
後、佐世保の観光にも携わられ、現在は、
俵ヶ浦半島の活性化に取り組んでおられま
すが、この佐世保の「都市景観」に長年取
り組んでこられたと言っても過言ではない
と思います。
　今日のお話を楽しみにしております。
　最後に、私のサイン業界も、この都市景
観の一環として携わらせて頂いております
し、他にも「都市景観」に携わっていらっ
しゃる方も多いと思います。我が佐世保RC
が行った、60周年事業の中の「桜の植樹」

　平成28年度には計画の実行組織として、
半島の情報発信を担う「宣伝部」、半島の景
観を維持し、滞在を楽しむコンテンツを整
備していく「トレイル部」、半島の資源をつ
かって稼ぐ力を生み出す「ご当地部」、空き
家の活用を目指す「住まい部」、3つの廃校
を地域づくりに生かす「学校部」の５つの
部で構成する「チーム俵」を立ち上げまし
た。各部のリーダーは30代から40代の若手
が担います。
　平成29年度に各部活が始動。まずはご当
地部の活動として、展海峰園内に地元産品
を活用した軽飲食を提供する「半島キッチ
ン ツッテホッテ」がオープンしたところで
す。これらの活動は佐世保市の地方創生
リーディングPJTに位置付け、トレイルづ
くりから関わってきた仲間たちもサポート
しながら、若い世代のライフスタイルの変
化に応じた活動を、試行錯誤の中で進めて
いるところです。皆様の応援をどうぞよろ
しくお願いします。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
　佐世保市政策経営課 集落支援員（嘱託職員）
 富田柚香子 様

� 会長　古賀　　巖
　先週の観月例会、多数のご
出席を頂きありがとうござい
ました。楽しいひとときを過
ごして頂けたでしょうか。
　明日、10月４日は、都市景
観に対する国民の意識啓発を目的として、
平成2年に国土交通省が定めた「都市景観の
日」です。

会　長　挨　拶

例会記録
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もいわば「都市景観」のひとつと言えると
思います。
　景観法の第一条の目的の中に、美しく風
格のある国土の形成、潤いのある豊かな生
活環境の創造、及び、個性的で活力ある地
域社会の実現を図り、もって、国民生活の
向上並びに国民経済及び地域社会の健全な
発展に寄与すると記載されています。今後
佐世保RCが活動していく中で「都市景観」
に関わることも多いと思いますので、ます
ます、佐世保を、そこに暮らす人々を、自
然を大事にしていければと思います。

� 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
� 理事長　斉藤　直美さん
　10月 米山月間資料のご案内
　　◦会員配布用 豆辞典
　　◦他クラブ用資料

２．RI第2740地区�ロータリー財団委員長
� 西川　義文さん
　ロータリー財団セミナーのご案内
　　日時／2018年11月11日㈰ 12:30受付　
　　　　　　　　　　　　　　 13:00開会
　　会場／東彼杵町総合会館
　　出席対象者／
　　　 クラブ会長、クラブ幹事、次年度会

長、R財団委員会関係委員長・委員及
び一般会員。但し、出席される会員
は3名以内（会場の都合上）

３．地区ローターアクト委員長�
� 西畑栄一郎さん
　　地区ローターアクト代表
� 樋口　太助さん
　　ホストクラブ�長崎RAC　石井　重督さん
　 RI第2740地区ローターアクト地区行事
　1泊懇親会のご案内

　　日程／2018年10月27日㈯〜28日㈰
　　会場／ 会長幹事会、懇親会、宿泊
　　　　　島原共同研修センター
　　　　　TEL:0954-64-2201
　　◦サンドブラスト体験
　　　会場／雲仙ビードロ美術館
　　　登録料／ 
　　　　1日目（宿泊有り）
　　　　　￥4,500（RC）／￥4,000（RAC）
　　　　1日目(宿泊無し)
　　　　　￥3,000（RC）／￥2,500（RAC）
４．一般財団法人�比国育英会バギオ基金
� 会長　多田　宏�様
　　提唱RC　東京田園調布RC
　第40回バギオ（フィリピン）訪問交流の
旅 募集要項及び参加申込書が届いております。
　日程／2019年2月8日㈮〜11日㈪　4日間
　締め切り／2018年11月30日㈮

５．海上自衛隊佐世保地方総監
� 海将　菊地　　聡�様
　自衛隊記念日ご案内
　　日時／2018年10月27日㈯
　　　　　11:00〜11:55
　　会場／海上自衛隊　平瀬武道場
　　◦祝賀会
　　　時間／12:00〜13:30
　　　会費／3,000円

� 朗遊会　坂元　　崇
　台風25号の影響で10月6日
㈯の朗遊会は、中止の可能性
が80％です。正式な決定は、
10月6日 朝8:00までに米倉洋
一郎さんか私の方で参加者皆
様へご連絡いたします。よろしくお願い致
します。

幹 事 報 告

朗遊会より
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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：萩原多恵士）
（カメラ担当：長浜　陽介）

� 親睦活動委員会　福田　金吾
○先月の結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　さん ご夫妻（18日）
　谷川　辰巳・由佳　さん ご夫妻（18日）
　黒木　政純・結花　さん ご夫妻（28日）

� 親睦活動委員会　安部　雅隆
谷川　辰巳さん、黒木　政純さん
中村　徳裕さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、増本　一也さん
富永　雅弘さん、德川　晃尚さん
中村　徳裕さん
　佐世保市政策経営課 集落支援員 富田柚香子
様の卓話に期待してニコニコします。

ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 335,000 円

◇

ニコニコボックス

＊10月  例会卓話者予定＊ 

10月17日　野球　イチロー選手の父
  鈴木　宣之 様

10月24日　地区大会実行委員会

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

日時／10月23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＊

日時／10月16日㈫　19:00〜 
会場／長崎国際大学
今月のローターアクトクラブ例会は16日のみとなっており
ます。 ご注意ください。

＊ 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。

慶　　　祝


