
（1）

2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
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の教員でしたが、趣味で集めたレコードは5万
枚を超え、友人の病院の倉庫を借り、展示、
音浴の名もその時に立案します。
　ところが、病院の都合で倉庫の返還を迫ら
れました。しかし、収集物の量が多すぎ、引
越し不可能。そこで収集物に人生を賭ける決
意をします。教員を辞めフリーになり、イン
ターネットで全国の自治体に問いかけます。
廃校でもないかと！。3日後、長崎県より大瀬
戸町を紹介され、この難民寮と出会うので
す。10トントラック4台の収集物が倉敷よりや
ってきました。それを建物に配置し、平成13
年5月、ここに音浴博物館をオープン。しかし、
評判を呼んでお客が絶えないのは良かったの
ですが、本当にぼろ屋、危険がいっぱいでし
た。そこで長崎県と大瀬戸町が農林水産省の
補助金を入れ改築、町が収集物を彼から借り
ることで平成16年4月大瀬戸町営にて再スター
ト（現在西海市営）。彼は管理団体の長として
営業に携わりますが、平成17年5月病死。以
後、栗原夫人が館長で現在に至っております。
　さて、レコード・アナログの見直しがデジタ
ル化の進展に伴い起こっております。実際に
来てお聴きになるとおわかりですが、世間が
アナログを見直す理由がここではわかります。

『�音浴への道』

　音浴博物館（西海市）
　　館長代行　髙島　正和�様　
　　

　音浴博物館という全国でも珍しいアナログ
レコードの博物館。それが西海市の山奥にあ
って、全国からのツアーに組み込まれている
話題のスポット。
　音浴に至る道はまずこの建物の歴史から始
まります。ここ久良木は戦後の引揚者の為に
国が用意した開拓部落の地でした。ここに昭
和27年に満州帰りの13世帯が入植します。そ
の子どもたちの為に雪浦小学校の分校が建ち
ます。その建物が音浴へ至る道の始まりで
す。最高で47人の児童がおりましたが、中
卒・金の卵といわれた高度成長期。どんどん
都会に流出し、昭和51年、とうとう廃校とな
ります。その空家を昭和55年に日本赤十字が
借りにきます。
　学校の建物を中心に増設し、ベトナム難民
救援施設として再スタート。平成7年まで15年
間で671人のベトナム難民を救援した施設で
す。しかし事業終了で再び空家となります。
そして音浴との出会いを待ちます。
　一方、博多生まれの栗原栄一郎という男が
アルバイトで縁のあった骨董品屋でSPレコー
ドがゴミのように扱われているのに出会いま
す。「これでは文化が消える」という危機感が
彼に湧きます。そして収集が始まりました。
平成12年当時、彼は岡山県倉敷で職業訓練校
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による合併症を減らすための、疾病予防プロ
グラム」「地域社会の医療インフラの改善」
「疾病の蔓延を防止することを目的とした、
地域住民への教育と地域動員」「疾病またはケ
ガによって引き起こされる身体障害の予防」 
疾病予防と治療に関連した仕事に従事するこ
とを目指す専門職業人のための、奨学金支援
を強調する月間であるそうです。
　また、ロータリークラブで代表的な疾病予
防プログラムといえば、ポリオ撲滅運動でし
ょう。なぜ、ポリオの根絶にこれほどまでに
力を注ぐのかという資料も、アップされてい
ましたので、紹介いたします。
　ポリオは、ウイルスによる感染力の強い疾
患で、感染者200人のうち1人の割合で、一生
麻痺に苦しむ重篤な身体障害を引き起こしま
す。治療法は全くありません。唯一できるの
がワクチン接種による予防だけです。世界の
どこかに1人でも感染者が存在する限り、すべ
ての国の小児はポリオに罹

り か ん

患する危機にさら
されています。1981年以来日本ではポリオ患
者の発生はありませんが、いまだに予防接種
が続けられているのは、このためだそうです。
　1979年より、国際ロータリーはポリオ撲滅
に向けての活動を開始し、1988年からは、世
界保健機関（WHO）・ユニセフ等とともに、
世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の推進に積
極的に携わっていて現在に至っています。
　さて、本日の卓話は、西海市にある音浴博
物館の髙島正和さんです。新聞やテレビ、最
近ではFacebookなどのSNS、島瀬美術センタ
ーの展覧会などで目にすることが多くなりま
した。珍しいレコードなどもたくさんお持ち
であると聞いておりましたので、特に楽しみ
にしていた卓話であります。今日はよろしく
お願いいたします。

� 幹事　大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ・地区支援室
　ハンブルク国際大会の登録手続
　 早期登録による割引料金＄395でのお申し込

みは、2018年12月15日㈯が締め切りです。

２．RI第2740地区�公共イメージ委員会
� 委員長　久保　泰正さん

自然に出会う、是非お越しになり体験してく
ださい。佐世保市の朝長則男市長も大ファン
で何度かお見えになり「西海讃歌」をお聴き
になっております。後は体験の世界です。
　音浴へ至る道を是非歩んでください。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
　音浴博物館（西海市）
 館長代行　髙島　正和 様

■前田　隆夫さん
　西日本新聞　佐世保支局
　支局長
　推薦者：福田　金治 会員
　　　　　橘髙　克和 会員
　　　　　（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　皆様、はじめまして。西日本新聞社 佐世保支局
の前田です。この度は、歴史と伝統ある佐世保Ｒ
Ｃに入会することとなり、大変光栄に思います。
出身は福岡県であります。佐世保での勤務は初め
てとなりますので、会員の皆様との交流を深め、
佐世保での生活を楽しみたいと思いますので、ど
うぞ宜しくお願いいたします。

� 会長　古賀　　巖
　先週末は急激に気温が下が
り、やっと冬らしくなってきま
した。風邪もはやっているそう
ですので、ご注意ください。今
週末は恒例の忘年家族会を予定
しております。ご出席の程お願
いします。
　今月12月のロータリークラブは疾病予防と
治療月間です。2015年度から、それまでの家
族月間から変更になりました。インターネッ
ト上に、アップしてあるいろいろな資料によ
れば、「地域社会の医療従事者の能力向上」
「伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれ

会　長　挨　拶

幹 事 報 告

例会記録

入　会　式
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　 本年度中にMyRotary登録率50％以上 並び
に会員生年月日登録率100％を重ねてお願い。 

　 資料は　http://yahoo.jp/box/eyl_UMよりダ
ウンロードしてご使用ください。

３．一般財団法人�比国育英会バギオ基金
� 会長　多田　　宏�様
� （東京神田RC）
　① 2017年度 事業報告の送付と基金へのご寄

付のお願いが届いております。
　②2017年度 事業報告書が届いております。

４．RI第2740地区�ガバナー事務所
　RI第2740地区 ホームページ更新のお知らせ

５．陸上自衛隊西部方面混成団長�兼�
　　久留米駐屯地司令陸将補� 中澤　　剛�様
　 12月1日㈯付け定年退職　離任ご挨拶が届

いております。

■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
� 委員長　納所　佳民
台南RC創立65周年記念式典の
ご案内
　2019年1月11日㈮17時30分よ
り台南市において、上記の式典
が行われます。今現在は17名
（内3名ご夫人）の参加状況と
なっています。まだ参加申し込みは間に合い
ますので、多くのご登録をお待ちしています。

■資金推進・財団・米山委員会
� 委員長　西田　勝彦
　会長 古賀　巖さんより、ロー
タリー財団の年次プログラム基
金へご寄付をいただきました。

� クラブ会報・広報委員会　黒江　章雄
　皆さんこんにちは、クラブ会報・広報委員
会の黒江です。本日は、「雑誌の時間」という
ことで、本日配られております『ロータリー
の友 12月号』に、卓話の泉での「高齢者の運

転について」という内容が掲載
されていましたので、ご紹介し
たいと思います。
　2017年3月、改正道路交通法
が施行され、高齢運転者対策が
推進され、75歳以上のドライ
バー講習の内容が厳しくなりました。
　この中に記事になっておりませんが、準中
型免許（普通免許と中型免許の中間の新設さ
れた免許）が新設されています。当社のよう
な高所作業車を運転するためには、必要な免
許です。
　話を戻して、75歳以上のドライバーは免許
更新時に認知機能検査を受けることになりま
した。結果に基づいて「認知症のおそれあり
（第1分類）」「認知機能低下のおそれあり（第
2分類）」「認知機能低下のおそれなし（第3分
類）」に分類され講習を受けるようになります。
　年齢を重ねるにつれて確実に視力、聴力、
記憶力、判断力などが低下し、運転中の危険
度が高くなります。高齢者ドライバーによく
見られるのは、赤信号で停止位置を越えて停
止する、一旦停止しない、高速道路などで蛇
行運転になる、など。ハンドル操作を誤った
り、ブレーキとアクセルを踏み間違える事故
も跡を絶ちません。
　高齢者講習は身体機能の低下、運転する上
での弱点を自覚し、それらをカバーしていつ
も余裕のある運転を実践できるように見直
す、良い機会だと思ってください。と記事で
はまとめてあります。
　実は、自分の事業所が昨年社内でワースト1
位の交通事故件数を起こしてしまい、ドライ
ブレコーダーの活用やコメンタリー運転の励
行など取り組みをしております。
　今回の記事は高齢者に特化しての記事です
が、交通事故は誰もが起こしうるものと思い
ます。みなさまもルールやマナーをしっかり
守って安全運転を行ってください。

� 親睦活動委員会　福田　金吾
○今月の誕生祝い
　長島　　正さん（5日）
　安部　雅隆さん（15日）
　菅沼宏比古さん（21日）

委員会報告

雑誌の時間 慶　　　祝
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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：橋詰　文雄）
（カメラ担当：黒江　章雄）

� 親睦活動委員会　委員長　吉田　英樹
古賀　　巖�会長、廣瀬　章博�副幹事
德川　晃尚さん
　音浴博物館 館長代行 髙島正和様の卓話に
期待してニコニコします。

古賀　　巖�会長、福田　金治さん
橘髙　克和さん、安部　直樹さん
福田　金吾さん、黒江　章雄さん
　新会員 前田隆夫さんの入会を歓迎してニコ
ニコします。

長島　　正さん、安部　雅隆さん
菅沼宏比古さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

2018年12月〜2019年1月
＊例会卓話者予定＊ 

12月19日　佐賀国際重粒子線がん治療財団
　　　　　　　　　理事長　中川原　章 様

12月26日　指定休会

１月２日　指定休会

１月９日　クラブ協議会

１月16日　クラブ協議会

１月23日　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　取締役総支配人）

１月30日　会員卓話　　　　一瀬　伸彦さん
 　　　　　　（ 株式会社十八銀行 佐世保支店　支店長）

＊地区大会 慰労会の開催について＊ 

日時／2019年1月19日㈯　18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート 
　　　フラッグス

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

次回例会　未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日程／12月21日㈮ 　18:30〜20:30
　　　クリスマス例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
登録料／4,000円
内容／ビンゴ大会＋α
　　　プレゼントを1つお持ちください。
お詫びと訂正
　 前回登録料を2,000円とご案内しておりましたが、

4,000円の間違いでした。訂正してお詫び申しあ
げます。

＊ 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 　12,000 円

 累　　計 546,000 円

◇

ニコニコボックス


