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　平成21年7月に長崎に移住して現在の株式
会社ユニバーサルワーカーズを起業し、船
会社として軍艦島への上陸・周遊ツアーの
企画運営をスタートさせました。
　その目的の一つには、軍艦島ツアーを世
界遺産登録へ向けた活動に応用しようとい
う考えがありました。

　その後すぐに「長崎の街・産業遺産ファ
ンクラブ」の副代表として、明治日本の産
業革命遺産の世界遺産登録を目指し、長崎
での啓蒙活動を展開しました。世界遺産登
録への啓蒙活動を様々なハードルを乗り越
えながら続けた理由は、港から始まった長
崎の歴史に感銘を受けたからです。
　国際記念物遺跡会議（ICOMOS）や国際
産業遺産保存委員会（TICCIH）などユネス
コの調査機関の担当者多数を長崎に招きア
テンドしました。
　同時に国会議員などと一緒に奔走し、軍
艦島の国の史跡指定登録を達成し、その後
平成27年7月5日に軍艦島が「明治日本の産

『世界遺産 軍艦島の観光の今』

　㈱ユニバーサルワーカーズ
　　代表取締役
　軍艦島コンシェルジュ
　　　　　　　久遠　龍史 様

　本日は、佐世保RCでの卓話の機会をいた
だき、誠にありがとうございます。まず私
が軍艦島に関わる前のことをお話しいたし
ます。私は、神戸の出身でして大阪で育ち
ました。長崎が地元ではありません。
　大河ドラマ「太平記」でデビューし、東
京で俳優として活動しました。「ビーバップ
ハイスクール」や「ナニワ金融道」など数々
の映画出演などの実績を積みました。その
後、「自身の身体の限界を知りたい」という
思いから総合格闘技の世界に入り、「キング
ダム」で格闘家としてデビュー後、ロサン
ゼルスに拠点を置いて試合を重ね、11戦10
勝1分けという戦績で引退いたしました。
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　また、民間の投資が長崎港の経済成長へ
の一翼を担えるようにとの希望を込めて、
まったく新しい観光旅客船「ジュピター」
を建造しました。

　こちらにお集まりになっていらっしゃる
方々は経営者として成功された先輩方だと
思います。皆様方の背中を追いかけながら
これからもこつこつとがんばって、挑戦を
続けていきたいと思っております。本日
は、ご清聴ありがとうございました。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　㈱ユニバーサルワーカーズ　代表取締役
　軍艦島コンシェルジュ	 久遠　龍史	様
◯例会風景

 会長　古賀　　巖
　一昨日の2月11日㈪は「建国記念の日」で
ありました。各地で日の丸行進があったよ
うですが、佐世保でも恒例の日の丸大行進

業革命遺産」として世界遺産に登録される
までの流れを作ることができました。
　軍艦島の世界遺産登録後の平成28年9月に
は、「軍艦島デジタルミュージアム」を開館
しました。軍艦島をテーマに最新のデジタ
ル技術を駆使したこのミュージアムは、最
先端の技術を長崎に集めた世界初、日本で
唯一の施設として注目を集め、東京に建設
される予定の「明治日本の産業革命遺産」
世界遺産センターの、長崎ブランチの候補
にもなっています。さらに、軍艦島をPRす
るため「軍艦島のガンショーくん」という
キャラクター戦略を開始しました。テレビ
コマーシャルや路面電車のラッピング、長
崎の幼稚園や小学校訪問など軍艦島をより
広く知っていただくための活動も続けてき
ました。

　先ほどお話しした「軍艦島デジタルミュ
ージアム」では現在、マイクロソフト社の
最新MR（複合現実）、ホロレンズを常設で
披露していて、キャラクターのガンショー
くんと共に世界遺産について学び、遊び、
体験することができる世界初の施設となっ
ています。

例会記録

会 長 挨 拶
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があっておりました。
　本日は建国記念日につい
て、少し紹介させて頂きま
す。古事記や日本書紀で初代
天皇とされる神武天皇の即位
日が、日本書紀に紀元前660年1月1日（旧暦）
とあり、1873（明治6）年に新暦に換算して2
月11日を「紀元節」として「建国記念日」が
定められました。しかし、終戦後の1948（昭
和23）年に占領軍（GHQ）の意向で廃止され
ています。
　「建国記念日」を復活させようとする動き
は1951（昭和26）年頃からみられ、1957（昭
和32）年2月13日には、自由民主党の衆議院
議員らによる議員立法として「建国記念
日」制定に関する法案が提出されました。
　しかし、当時野党第1党の社会党を始めと
する反対で、衆議院では可決されたもの
の、参議院では審議未了廃案となりまし
た。その後、1957年から9回提出と廃案を繰
り返しましたが、1966（昭和41）年の佐藤内
閣の時に、やっと「建国をしのび、国を愛す
る心を養う」と規定した「建国記念の日」
として国民の祝日に加えられました。
　名称に「の」を挿入した「建国記念の
日」として、“建国されたという事象そのも
のを記念する日”であるとも解釈できるよ
うにしたこと等で、社会党が妥協して成立し
たそうであります。
　さて、本日の例会卓話は、軍艦島コンシェ
ルジュの久遠龍史さんです。大人気で世界
遺産登録後は、さらに大変な数の観光客を
迎えておられる、軍艦島のお話が拝聴でき
るということで、特に楽しみにしておりま
した。今日も最後までよろしくお願いいた
します。

 幹事　大久保利博
１．一般社団法人ロータリーの友事務所
　	2019-2020年度版	ロータリー手帳お買い
上げのお願い

　　価格／定価600円＋消費税　送料	1冊	650円
　　締め切り日／2月25日㈪
　　　　　　　　5月下旬出来上がり予定

２．第2700地区ガバナー 岡野　正敏さん
　　地区青少年奉仕委員長
 カウンセラー　安増　惇夫さん

３．地区ローターアクト委員会
 カウンセラー　本田　正寛さん
　　ローターアクト地区代表
 村上　弘晃さん
　	第31回全国ローターアクト研修会並びに
第2700地区ローターアクト第50回地区大会
　　日時／2019年4月28日㈰〜29日（月･祝）
　　　　　2日間
　　会場／福岡国際会議場・福岡サンパレス
　　メインプログラム／
　　　①例会トライアスロン
　　　②ハイレベル会議
　　　③福岡市内フィールドワーク
　　　④伝統工芸体験
　　　⑤代表者会議→例会トライアスロン
　　　⑥代表者会議→ハイレベル会議
　　　⑦ロータリアン意見交換会
　　登録料／メインプログラム
　　　③④参加者	16,000円
　　　①⑦参加者	15,000円　宿泊	15,000円
　　登録締め切り日／2019年3月15日㈮

４．第2740地区ガバナーエレクト
 千葉　憲哉さん
　「会長要覧」送付について

 親睦活動委員会　福田　金吾
○今月の誕生祝い
　谷川　辰巳さん（7日）
　吉澤　俊介さん（8日）
　中川　知之さん（11日）
　梅村　良輔さん（15日）
　河原　忠徳さん（18日）
　富永　雅弘さん（28日）

幹 事 報 告

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：安部　雅隆）
（カメラ担当：大神　吉史）

	 親睦活動委員会　北野　慎司
古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事、松尾　慶一さん
德川　晃尚さん
　㈱ユニバーサルワーカーズ代表取締役（軍
艦島コンシェルジュ）久遠龍史様の卓話に期
待してニコニコします。

岡　　英樹さん
　久遠龍史様の卓話を楽しみにしていま
す。昨年7月、孫たちと一緒に久遠様が経営
されている軍艦島上陸クルーズで軍艦島
と、大浦天主堂近くにある「軍艦島デジタ
ルミュージアム」を見学しました。
　このミュージアムは軍艦島の当時の写真
や映像をもとに、先端技術で当時の様子を
表現してあり、世界遺産に登録された軍艦
島のことを知ることができました。

谷川　辰巳さん、中川　知之さん
梅村　良輔さん、富永　雅弘さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

2019年2月〜3月
＊例会卓話者予定＊	

2月20日　創立68周年記念例会

　　　　		会員卓話	 	 米倉洋一郎さん
　　　　　	　　　　 （㈲米倉鮮魚店　代表取締役社長）

2月27日　長崎国際大学	
	　　　　		ボルダリング選手　原田　朝美	様

3月６日　長崎文化放送	
	　　　　		　　　　技術局長　舩原　秀夫	様

3月13日　佐世保海上保安部長	
	　　　　		　　　佐世保港長　古川　大輔	様

3月20日　平成音楽大学講師・マリンバ	
	　　　　		打楽器奏者　　　　山ヶ城陽子	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／3月５日㈫　16:05〜	
会場／西海学園高等学校	記念館1F	2年4組教室

日時／3月19日㈫　例会未定	

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

3月例会　休会（春休みで学生不在のため）
4月例会　開催計画中

＊	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。

【本日のランチ：シーフードカレー】
甘すぎず辛すぎず魚貝の風味ただよう

美味しいカレーでした。

ニコニコボックス	 本日合計	 　10,000 円

	 累　　計	 703,000 円

◇

ニコニコボックス


