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日》会員数 77 名（出席免除会員 23 名）
・出席 48 名・免除者欠席 13 名・欠席 16 名・ビジター 0 名 ・出席率

62.34 ％

《３月 13日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 7 名・欠席 17 名・メークアップ 17 名・修正出席率 100.00 ％
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『海きららのイルカ達』
させぼパール・シー㈱
西海国立公園九十九島水族館
海きらら イルカ飼育担当

佐藤

瞭一 様

私は、西海国立公園九十九島水族館
海きららに5年前から勤め、イルカの飼育に携わってき
ました。
九十九島水族館 海きららには、現在（3月21日現在）
3頭のハンドウイルカを飼育しております。今回は最
近、少し話題となりました子イルカについて、僭越なが
らお話させていただきます。
2018年9月27日午前7時52分 ハンドウイルカの赤ちゃ
んが誕生しました。この子イルカは、後にアイルと名付
けられます。アイルは国内4例目となる、人工授精によ
り誕生したハンドウイルカでした。
人工授精という繁殖方法は、国内ではとても珍しく、
具体的な方法の確立はされておりませんでした。そんな
中、海きららではこれまで、イルカ達の繁殖に対する本
能の成就を叶えてあげたいと考えておりましたが、決し
て十分ではない環境に悩んでおりました。
今回繁殖に踏み切るにあたり、あらゆるメリット、デ
メリットを踏まえた上で、人工授精に挑戦する機会をい
ただき、水族館3館、大学2校を含む5施設で実施しまし
た。海きららでのイルカの出産は、イルカも飼育員も初
めての経験でした。
イルカの妊娠期間は約1年。375日前後と言われていま
す。出産時には、人間だと主に頭から出てきますが、イ
ルカの場合、水中で出産する為（窒息を防ぐためと言わ
れている）、主に尾ビレから出てきます。出産後、生存
率が低い理由として、いくつかの大きな壁を越えないと
いけないことが挙げられます。水中に暮らす哺乳類なら
ではのこともあるかと考えられます。
まず、産まれたイルカはすぐに水面へと泳ぎ呼吸をし
ます。上手に泳げなかった場合、呼吸ができず溺死して
しまいます。
次に授乳です。産まれたばかりの子イルカは、停止す
ることができず、常に泳いでいます。よって、母イルカ
と併泳しながら授乳を行います。授乳は母と子、双方が

協力して行います。時間が長くなると体力を消耗してし
まいます。
他にもいくつかの大きな壁があり、イルカの出産の成
功率はとても低いものでした。今回の人工授精では、佐
世保市のみなさんに多大なるご迷惑をおかけしたと共
に、多くの応援をいただきました。今後はアイルを含む
3頭を、楽しく長生きしてもらう方法を模索し、これか
らも市民の皆様に還元させていただきたいと思いますの
で、今後も応援をお願いいたします。

例会記録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
させぼパール・シー㈱
西海国立公園九十九島水族館 海きらら
イルカ飼育担当 佐藤 瞭一 様
◯ゲスト
させぼパール・シー㈱
西海国立公園九十九島水族館 海きらら
総務部PR企画課 福田久美子 様

会 長 挨 拶
会長 古賀
巖
先週の木曜日21日に、イチロー選手
が現役引退しました。日米通算28年間
4367本、3割2分2厘でした。
昨年、マリナーズの開幕戦が日本で
行われるとわかってから、開幕2連戦
が引退試合になるのではと感じており
ました。選手としていろいろな思い出
が浮かびますが、我がクラブとしては、日本生命の中嶋 徹
さんのご尽力によるチチローの卓話が一番の思い出で
す。あの時取り寄せていただいたマリナーズのユニホー
ムを着たイチローのカレンダーは、1枚1枚ラミネートし
ましたので、永久保存版として大事にしたいと思いま
す。中嶋さんは先週転勤されましたが、あらためてお礼
を申しあげたいところです。
3月23日㈯に、海上自衛隊佐世保音楽隊第47回定期演
奏会の案内が、総監からクラブ宛に来ていましたので、
拝聴してきました。
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総監直轄の音楽部隊で、担当区域は山口県西側から沖
縄まで広範囲にわたり、士気高揚の為、儀式、広報の為
の音楽演奏を任務とし、年間100回の演奏。さらに、小
中高生への音楽教室、地域行事への参加・協力、プロフ
ェッショナルの吹奏楽団としての、吹奏楽界発展の為の
活動と多岐にわたっており、その集大成が定期演奏会だ
そうです。そんな多忙な中、11月の地区大会にて演奏し
て頂き、恐縮しながら大変感謝するばかりでありまし
た。総監には、あらためて口頭ではありますが、会場に
てお礼を申しあげました。
次に、一昨日3月25日㈪にハワイ短期留学の14名の学
生が期待を胸に出発しました。福田金治ガバナーをはじ
め、池田真秀委員長や古賀久貴君が先乗りし、安部雅隆
副委員長、坂本 敏君が同行しています。昨日、午後1時
半頃電話しましたが、無事に到着し、本日から学校のプ
ログラムが始まるそうです。帰ってこられてから例会卓
話の時間を設ける予定ですので、報告が楽しみです。
ところで、来週は恒例の観桜例会で、さくらが満開と
なるこの時期ですが、本日3月27日㈬は「さくらの日」
です。日本さくらの会が1992（平成4）年に制定しまし
た。七十二候（しちじゅうにこう）の中に「桜始開（さ
くらはじめてひらく）」とある時期であり、「咲く」の
語呂合わせ3×9＝27であることから、3月27日となりま
した。
日本の歴史や文化、風土と深く関わってきた桜を通し
て、日本の自然や文化について関心を深めてもらい、花
と緑の豊かな国土を作ろうという目的だそうです。ちな
みに七十二候とは、古代中国で考案された季節を表す方
式のひとつで、春分や立春などの二十四節気をさらに約
5日ずつの3つに分けた期間のことを言います。各七十二
候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文
になっています。
佐世保でも、させぼ桜の会が佐世保公園を中心に桜の
植樹活動を続けており、海軍の街でもある佐世保が、も
っと桜で一杯にならんことを目指しています。我がクラ
ブでは、創立60周年の折、島瀬公園のアーケード側入口
に桜の植樹を行いました。8年経ってかなり茂ってきて
おり、佐世保市民や観光客に毎年桜の花を楽しませてく
れています。
さて、本日の例会卓話は、九十九島水族館 海きらら
イルカの飼育担当者の佐藤瞭一さんです。イルカの子ど
もが生まれ、内外から注目を浴びているところですが、
かわいいイルカの話などを拝聴できると思いますので楽
しみにしています。本日も最後までよろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．台南ロータリークラブ
会長
吳志夏さん（Summers）
幹事
林哲賢さん（Jrrry）
65周年式典幹事長
周亮宏さん（E.S）
国際奉仕委員長
邱榮政さん（Roger）
65周年記念式典ビデオ、記念誌が届きました。
２．国際ロータリー日本事務局 経理室
2019年4月のロータリーレートは、
1ドル＝110円です。（参考：3月＝110円）
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３．第2740地区ガバナー
福田 金治さん
ガバナーノミニー・デジグネート選出のお知らせ
所属クラブ／長崎中央RC
氏名／塚㟢
寛さん
事業所／医療法人清潮会 三和中央病院 理事長
４．RI第2740地区
ガバナーエレクト 千葉 憲哉さん
地区研修・協議会 ホストクラブ
会長 石田
豊さん
実行委員長 中村 克三さん
2019-2020年度 地区研修・協議会開催のご案内
日時／2019年5月19日㈰ 12:30登録受付
13:30点鐘
会場／諫早文化会館（諫早市宇都町9-2）
TEL：0957-25-1500
出席者／７名
◦次年度クラブ会長、幹事
◦ク ラブ管理運営又はクラブ奉仕又は会員増強
委員長
◦公共イメージ又は広報委員長
◦社会奉仕理事・委員長、青少年奉仕理事
◦国際奉仕又はロータリー財団理事・委員長
５．大村ロータリークラブ
「週報No.28〜32」が届いております。
６．米山梅吉記念館
理事長 積
①館報2019春号
②賛助会入会の要請／一人 3,000円
③春季例祭のご案内
日時／2019年4月20日㈯ 14:00〜
会場／米山梅吉記念館ホール
登録料／無料

惟貞さん

地 区 報 告
RI第2740地区

地区大会実行委員会
地区幹事 増本 一也
一昨日3月25日㈪、ハワイ短期留学
プログラムの出発式が、安部直樹理事
長のご厚意で、本年4月より開校する
九州文化学園の小・中学校の校舎で行
われました。
来賓として、朝長則男佐世保市長も
お見えになり、高校生たちに激励のエ
ールを送っていただきました。橘髙克和地区大会実行委
員長も「今後の人生において、あなた達が世界に羽ばた
いていく良い機会になることを望みます」と挨拶されま
した。
留学生を代表して、佐世保商業高等学校2年生の
大串理子さんが「ハワイでは、失敗を通して多くのこと
を学び、一皮も二皮もむけて帰りたい」と、素晴らしい
決意を述べられました。
また、この出発式の様子は、德川晃尚 元会員のKTN
や、前田隆夫会員の西日本新聞社、石田謙二 元会員の
長崎新聞社のご協力を得て、広報されました。皆さんの
ご協力に、心よりお礼申しあげます。

朗遊会より
朗遊会 幹事
第4回 朗遊会のご案内
日時／2019年4月13日㈯
13:00スタート
場所／佐世保CC石盛岳コース
締め切り日／2019年4月6日㈯
多くのメンバーのご参加をお待ちし
ております。
（現時点の出席者は22名です）

坂元

崇

退 会 挨 拶
長浜 陽介さん 東京海上日動火災保険㈱
この度、4月1日付で富山支店高岡支
社に転勤となりました。約4年間お世
話になりました。ありがとうございま
した。
4年前、米倉洋一郎さんから「ロー
タリーを楽しまんばいかんよ」と、お
話しいただいたのが昨日のようです
が、本当に楽しませていただきました。まさしく佐世保
RCの皆様のおかげで佐世保ライフが大変楽しく充実し
たものになりました。あらためてお礼申しあげます。あ
りがとうございました。
川添 秀則さん 長崎文化放送㈱ 佐世保支社
この度、佐世保RCを退会させてい
ただくことになりました。入会させて
いただいたのは、2017年の7月ですの
で、1年と9ヵ月という大変短い期間で
はありましたが、歴史と伝統ある佐世
保RCに入会し、活動させて頂いたこ
とは、私にとって大変有意義であり、
諸先輩方から多くのことを学ばせていただき、心より感
謝申しあげます。
今後もロータリーの精神を胸に頑張って参りますの
で、引き続きどうぞよろしくお願い申しあげます。長崎
市へお越しの際は、是非お声掛けいただければ幸いで
す。有り難うございました。
赤木 征二さん JR九州ハウステンボスホテル㈱
この度、4月1日付けの人事異動で、
J R九州本社の事業開発本部開発部へ
異動することとなり、伝統ある佐世保
RCを退会させていただくことになり
ました。佐世保RCには2017年6月28
日に入会させていただき約2年間とい
う短い間ではありましたが、佐世保地
区に初めて勤務する私にとって、佐世保RCを通じて多
くの皆さまと知り合うことができたことで、企業人とし
てだけでなく、人間として成長できたのではないかと実
感しております。
4月からはJR九州で長崎開発プロジェクトを担当する
ことになり、百年の大計でもあるまちづくりの一部に参

画することができますので、微力ではありますが長崎県
発展のために少しでもお役に立てるよう頑張りたいと思
います。これからも引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願いいたします。本当にありがとうございまし
た！

ロータリー３分間情報
会員増強・職業分類委員会 遠田 公夫
「ロータリーの友」委員は、RIや全
国地区委員との情報交換や編集者との
意見交換、更に、毎月、友の感想コメ
ント提出が責務です。委員の半数以上
はパスト会長、複数年留任する委員も
おり、孤軍奮闘の1年でした。去る3月
18日㈪も東京での会議に出席、主要議
題は、①クラブの活性化、②周年事業の件でした。その
触りを報告いたします。
【活性化】
女性会員による活性化や転勤した会員との同窓会、
JCとの合同例会、親睦や記念事業の工夫が成功事例と
して挙げられました。
女性会員に関しては、当地区は全国で最も少なく、57
クラブ2236名中、91名で0.4％です。女性会員が突出し
ているのが長崎出島で63名中12名、更に佐賀、多久、佐
賀大和RCなども多いクラブです。一方、佐世保RCも含
め規模の大きなクラブでは、女性会員ゼロという状況で
す。ラシンRI会長は、女性に選ばれる団体になれ、化石
化したクラブにならない努力が必要と言われております
し、「友」の昨年7月号、フラミンゴの歩く画像に関して
も、画像の主役は自分でも奥様でもなく、皆と逆方向に
歩くフラミンゴですと言われています。つまり組織の変
化、方向性には既成の発想とは違う変化が必要とコメン
トされており、考えるべき課題と思いました。
【周年事業】
京都二条城の貸し切り、米山記念館へのツアー、子供
サイエンス教室が成功事例として報告がありました。
最後に、皆様に200円ご負担頂いている「友」には、
当クラブの髙田俊夫先生にも投稿頂きましたが、これま
で採用された記事のタイトルを2、3紹介します。
卓話の泉：スーツの掟、アンガーマネジメント（イラ
っときたら6秒待つ）
、ROTARY AT WORKでは、地元
豪族の歴史を漫画化、無料健康相談と落語・三味線の
会、例会を2回にした堂島RC、ワンコインがん検診（若
者1300名受診）、クラブを訪ねて：日本中を酔わせてき
た町・西条RCの豪快な記事、酒がらみの俳壇では、「ぬ
る燗や 遠い記憶の 友と酌む」と鬼籍の友との思い出
を詠んだ句が印象的でした。このようにいろいろなコラ
ムがありますので、どんどん投稿をお願いいたします。

慶

祝
親睦活動委員会

○結婚記念月のお祝い
山下 尚登・智子 さん
中川 知之・ヒサ子さん
長島
正・圭子 さん
梅村 良輔・涼子 さん

小村

英司

ご夫妻（5日）
ご夫妻（18日）
ご夫妻（18日）
ご夫妻（25日）
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菅沼宏比古・美砂子さん ご夫妻（25日）
芹野 隆英・洋司枝さん ご夫妻（26日）
加納洋二郎・眞理 さん ご夫妻（30日）

歌の時間
ソングリーダー
「花」合唱

黒木 政純

作詞：武島羽衣
作曲：瀧廉太郎

「花」
（はな）は、瀧廉太郎によって作曲された楽曲。もとも
とは1900年（明治33年）11月1日付に共益商社出版から刊
行された歌曲集（組歌）
『 四季』の第1曲であった。速いテン
ポの二部形式で書かれ、当時隅田川で盛んであった漕艇
（ボ
ートレース、レガッタ）
の様子など、春の隅田川の情景が歌
われている。

ニコニコボックス
親睦活動委員会 前田 隆夫
古賀
巖 会長、廣瀬 章博 副幹事
川添 秀則さん、福田 金治さん
増本 一也さん、芹野 隆英さん
九十九島水族館 海きらら
（イルカ飼育担当）
佐藤瞭一様
の卓話に期待してニコニコいたします。
納所 佳民さん
本日の卓話のご来訪、誠に有り難うございます。いつ
もユニフォームでお世話になっています。
増本 一也さん、橘髙 克和さん
去る3月25日㈪、九文小学校・中学校において、ハワ
イ短期留学の出発式を行い、無事に14名の高校生をハワ
イへ送り出すことができました。取材いただいた西日本
新聞社様、長崎新聞社様、KTN様、誠にありがとうご
ざいました。

【今週のランチ】
海鮮丼
いろいろな魚がのって、
美味しかったです。

2019年4月

＊例会卓話者予定＊
4月３日

4月10日 NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド
理事長
4月17日

新入会員卓話

こ

て

だ よしお

籠手田惠夫 様
前田

（西日本新聞 佐世保支局

4月24日

長島
正さん、菅沼宏比古さん
芹野 隆英さん
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

観桜例会

宇久町観光協会

隆夫さん

支局長）

事務局長
ひがき

檜垣

おさむ

督様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
例会未定

◇
ニコニコボックス

本日合計
累

計

12,000 円
818,000 円

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／4月9日㈫ 18:00〜
会場／長崎国際大学
＊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。

（今週の担当：黒江
（カメラ担当：大神
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