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　平戸観光ウェルカムガイドは、平成11年に任意
団体として発足し、翌年の「日蘭修好400周年」の
イベントから本格稼働し、平成16年に県下で最初
にNPOの認定を受けました。法人化することによ
り、信頼性が高まり、行政や企業との契約も可能
になるのです。平戸市の委託による平戸検定の実
施や、環境省の委託事業であるタイワンツバメシ
ジミの調査・保護事業もその一環です。
　また、ガイド業務については、観光協会等に依
存することなく、独自運営でお客様本位の受け付
け態勢を構築しています。
　観光後進国であった日本が、遅ればせながら平
成15年、小泉純一郎首相の観光立国宣言により、
観光の重要性を認め、平成18年に観光立国推進基
本法が成立、平成20年には国の専管組織として観
光庁が発足しました。ちなみに、経営の神様、松下
幸之助は早くも昭和29年に文藝春秋誌上で観光の
重要性の観点から観光省の設立を提言しています。
　ビジット・ジャパン・キャンペーンの開始とも相
まって最近のインバウンドの伸びは著しく、上方
修正された2020年の訪日外国人数4,000万人の目標
は十分達成可能と思われます。
　インバウンドの伸長に伴い、障がい者のみなら
ず、外国人やすべての旅行者が年齢や性別に関係
なく、スムーズかつ快適に利用できる施設やサー
ビスの提供が求められます。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド
 理事長　籠

こ て だ

手田惠
よ し お

夫 様

 会長　古賀　　巖
　週末に季節外れのインフルエンザにかかってし
まいました。

『観光ボランティアガイドと
  観光立国』

　NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド

　理事長　籠
こ て だ

手田惠
よ し お

夫 様

　私は平戸生まれで、地元の高校を卒業後、東京
の大学に進学し、東京オリンピックが開催された
昭和39年に、当時の㈱日本交通公社（現在の
JTB）に入社しました。
　入社した年は、日本人の海外旅行が初めて自由
化されたことや、オリンピックで多くの外国人が
日本を訪れるなど、日本の観光国際化元年とでも
いえる時期でした。それ以降、私は一貫して国際
観光の分野に身を置き、平成14年に定年を迎える
と同時にふるさと平戸へ戻ってきました。
　平戸を離れていた40年間に、仕事と趣味の両面
で、国内外の観光地をほぼくまなく訪問すること
ができました。またJTB在職中の5年間は英国ロン
ドンに駐在し、その時の経験がボランティアガイ
ドをやるきっかけとなりました。ロンドンには多
くのウォーキング・ツアーが存在し、指定された
日時に地下鉄の駅などに集合すれば、500円程度の
料金でユニークなツアーでロンドンの隠れた魅力
を堪能することができるのです。これは日本でも
ありだと思ったのと、ふるさと平戸が日本、世界
各地の観光地と比べても決して捨てたものではな
いと思ったのです。従って、平戸へ戻ると同時に
平戸観光ウェルカムガイドの一員となりました。
　「観光」ということばは、中国の易経「観国之
光、利用賓于王」に由来し、賓客に国の光を誇ら
かに示すことにあります。まさに、地域の宝を外
からの訪問者に見てもらう役割を果たすのが観光
ボランティアガイドです。「住んでよし、訪れて
よし」の地域おこしの担い手としての役割が大き
いのです。
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　　②氏名／小石原健二（こいしはら　けんじ）
　　　会社名・役職名／ 東京海上日動火災保険㈱

長崎支店 佐世保支社 支社長
 【承認】
４．新会員入会並びに委員会配属について
　　①氏名／松本　祐明（まつもと　ひろあき）
　　　会社名・役職名／ ㈱テレビ長崎
　　　　　　　　　　　佐世保支局 支局長
　　　委員会配属／ 親睦活動委員会
　　　　　　　　　出席・例会委員会
　　②氏名／森　　勝之（もり　かつゆき）
　　　会社名・役職名／ J R九州ハウステンボス

ホテル㈱ 代表取締役社長
　　　委員会配属／親睦活動委員会
　　　　　　　　　出席・例会委員会
　　③氏名／岸川　善紀（きしかわ　よしずみ）
　　　会社名・役職名／㈱長崎新聞社
　　　　　　　　　　　佐世保支社 支社長
　　　委員会配属／親睦活動委員会
　　　　　　　　　出席・例会委員会
　　④氏名／坂根　　毅（さかね　つよし）
　　　会社名・役職名／ 大阪鋼管㈱ 代表取締役社長
　　　委員会配属／親睦活動委員会
　　　　　　　　　出席・例会委員会 【承認】
５． 令和元年5月22日㈬の例会を「令和元年記念特

別休会」として休会日とする。 【承認】

 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 島村　耕介さん
　 2019年3月末までの RIJO-FAQ配信履歴のお知

らせ

２．佐世保地域文化振興事業団
 理事長　永元　太郎 様
　アルカスSASEBO ジュニアオーケストラ
　第7回定期演奏会 ご案内（ご招待）
　　日時／4月20日㈯　開場13:15　開演14:00
　　会場／アルカスSASEBO 大ホール

RI第2740地区 地区大会実行委員会
　ハワイ短期留学委員会　 副委員長　安部　雅隆
　3月25日㈪から4月5日㈮の10日
間の日程で計画されていた「ハワ
イ短期留学プログラム」は、仁川
での延泊を強いられた影響で、4
月6日㈯に帰国が延びたものの、
参加高校生全員を無事帰国の途に
つかせることができました。
　滞在中、ハワイ大学カピオラニ・コミュニテ
ィ・カレッジが提供する素晴らしい英語教育、お

　前日から風邪気味だったところ
に、IM会場のエアコンが故障して
いて、恐ろしく寒かったのが決定
打になったようです。ギリギリ体
調も戻り、なんとか出席いたしま
した。
　本日11時より理事会を開催しま
した。先週が観桜例会だったので1週間ずらしまし
た。例会終了後には期前理事会も予定されてお
り、事務局の山田さんにはご負担をかけてしまい
ました。
　先週の4月5日㈮の夜に、ハワイ短期留学の学生
14名が帰ってくる予定でしたが、ハワイからの飛
行機が遅れ、仁川に1泊し、6日㈯のお昼に無事帰
って来ました。学生達がインフルエンザにかかった
りして、池田真秀委員長、安部雅隆副委員長はじ
め、委員会の皆さんには大変ご苦労をおかけしま
した。もっとも学生は、仁川のホテルがグランド
ハイアットであったこともあり、大変喜んでいた
ようです。
　3月末に、豪州の学生交流プログラムにて事故が
起きていたので、相当心配しておりましたがひと
まず安心しました。期間中数回電話をしました
が、14名の学生を掌握する大変さが伝わってまい
りました。本当にお疲れ様でした。後程、詳しく
報告していただきます。
　また、先週土曜日4月6日には、江迎でIMが開催
されました。今回は急な転勤にて退会された方が
多く、我がクラブの参加者が若干少なめでありま
したが、懇親会まで残っていただきありがとうご
ざいました。内容は　後ほど報告していただきます。
　さて、本日の例会卓話は、NPO法人 平戸観光ウ
ェルカムガイド理事長 籠手田惠夫さんです。
　年度初めのお忙しい中、佐世保までお越しいた
だきありがとうございます。長い歴史をもった平
戸観光のお話を楽しみにしております。
　本日も、最後までよろしくお願いします。

〔理事会報告〕
１．職場訪問の予算及び実施内容継続審議について
　　日時／2019年5月11日㈯　10:20〜18:10
　　場所／長崎市　軍艦島「端島」へ上陸見学
　　参加費／3,000円 【承認】
２． 2019-20年度地区交換学生留学生募集・受け入

れ継続審議について
　　氏名／Po Chen Wu（Tiffany）
　　生年月日／29.Aug.2003　16歳
　　国籍／台湾　台南市　父はロータリアン
　　　　　Rotary Club Hope 【承認】
３．新会員候補者について
　　 クラブ細則第10条により第1節より第4節に基

づきクラブに発表までの手続きを進める
　　①氏名／浦　　義浩（うら　よしひろ）
　　　会社名・役職名／ 西部ガス㈱ 佐世保営業部 

部長

幹 事 報 告

地 区 報 告
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よびハワイ文化習得のプログラムを受講した高校
生は、毎日いきいきしており、プログラム終盤に
は、英語力は勿論、人として成長した姿を見せて
くれました。また、ショッピングやビーチでの
BBQなど、ハワイらしい体験も十分に満喫するこ
とができたものと思われます。一方で、お聞き及
びかもしれませんが、現地では様々なアクシデン
トにも見舞われ大変な思いもしました。ただ、そ
こは何とか池田真秀委員長の指揮の下、委員会メ
ンバーが結束し乗り越えられたものと認識してお
ります。
　加えまして、現地には福田金治ガバナー、
大久保利博幹事、円田 昭さんにもわざわざ足をお
運びいただきまして、激励のお言葉をいただきま
した。委員会メンバー一同心から感謝を申しあげ
ます。
　5月には本プログラムに係る卓話を、この例会で
池田委員長が行うほか、「振り返りの会」を再度、
参加高校生を集めて開催する予定であります。日
程等決定しましたら、またご連絡いたします。

ローターアクト委員会　 委員長　草津　栄良
①ローターアクト例会開催の
　ご報告
　日時／4月9日㈫　18:30〜
　会場／長崎国際大学
　参加者／RAC10名（うち8名新入生）
　　　　　RC3名
　内容／新入生を対象とした説明会

②第2740地区 ローターアクト研修のご案内
　日時／4月14日㈰　10:00〜昼まで
　会場／長崎国際大学
　現在、地区よりの登録が10数名と少ない状況で
すが、しっかり運営するとのこと。

 朗遊会　幹事　坂元　　崇
「第4回朗遊会」開催のご案内
　2018〜2019年 第4回目の朗遊会
を下記の通り開催いたします。皆
様ご参加宜しくお願いいたします。
　日程／4月13日㈯
　時間／スタート13:00〜
　場所／佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース
　　　　（電話：0956-49-5654）
　参加費／2,000円

 クラブ会報・広報委員会　萩原多恵士

　本日は「雑誌の時間」というこ
とで、ロータリーの友２月号の卓
話の泉に「イラッときたら６秒待
つアンガーマネジメント」という
記事が掲載されていましたので、
ご紹介させていただきます。
　アンガーマネジメントとは、イ
ライラや怒りといった感情をコントロールするこ
とです。イライラしたり、カッとなったりして出
る「衝動的な言動や行動を抑制し、適切な問題解
決やコミュニケーションにつなげるための手法」
です。アメリカでは1970年代から、心理教育とし
て浸透してきており、日本でも教育、ビジネスの
分野で広がっています。このアンガーマネジメン
トは、怒らない自分を目指すのではなく、怒る必
要のあることには上手に怒り、怒る必要のないこ
とには怒らない、ことを目指すものです。
　怒りは第二次感情といわれます。人の怒りは海
面上に見える氷山の一角に例えられ、その下には
不安、苦しみ、悲しみといった第一次感情があり
ます。この海面下の氷山は見えている部分の約７
倍とも言われ、蓄積された第一次感情が最終的に
怒りとなって現れるのです。怒りにくい自分を作
るためには、今自分の第一次感情はどうなってい
るか、どれくらいの氷山なのかを、自分自身で知
ることが大切です。
　アンガーマネジメントは、ある意味、本当の自
分の感情に気付くことに役立ちます。怒りには６
つのタイプがあるといわれています。日本アンガ
ーマネジメント協会が公表する「アンガーマネジ
メント診断」は、WEB上で無料診断が可能なの
で、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか

（検索：無料アンガーマネジメント診断／
　URL：angermanagement.co.jp）。
　さて、怒りからの衝動は、ほんの数秒間という
一時的なものともいわれています。その数秒間だ
けでもコントロールする術を学べば、後悔した
り、最悪の事態を招いたりすることは避けられま
す。そのコントロールの方法こそがアンガーマネ
ジメントであり、ビジネスシーンでも必要とされ
ているものです。怒りがコントロールしにくいの
は、分泌されるアドレナリンによるものとされて
います。このアドレナリンは６秒間で体内を巡る
のだそうです。この６秒間さえ乗り切ることがで
きれば、怒りは制御しやすくなるということです。
　まずは、今日からでも、怒りやイライラを感じ
た際に、６つ数えることを意識することを続けて
みたいと思います。

 親睦活動委員会　北野　慎司
　去る4月6日㈯、インターシティミーティング
に、古賀　巖会長、大久保利博幹事、廣瀬章博
副幹事の引率のもと、黒江章雄さん、萩原多恵士

委員会報告

朗遊会より

雑誌の時間

その他の報告
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クラブ会報委員会

さん、前田隆夫さん、陣内純秀
さんと参加してきました。
　テーマ「ロータリーの魅力」と
いうことで、江迎文化会館にて行
われました。
　冒頭、福田金治ガバナーよりIM
についての説明もいただき、講師として佐賀RCの
パストガバナー野口 清さんから「親睦」と「心を
磨く」利己・利他の精神についてのお話や、㈱ア
スリンク代表取締役 高石里美様の、「感謝の気持
ちの大切さ」についてのお話など、内容は非常に
ためになるものでした。普段、ややもすると忘れ
てしまうようなことを気づかせていただきまし
た。その後、懇親会が他クラブも含めてありました。
　私にとってロータリー活動に参加することは、
一つひとつのことが大変いい経験になっておりま
す。諸先輩方にご指導いただき、少しでも何かの
役に立てるようになりたいと思っておりますの
で、今後とも宜しくお願いします。

 親睦活動委員会　北野　慎司
○今月の誕生祝い
　円田　　昭さん（5日）
　黒江　章雄さん（5日）
　一瀬　伸彦さん（10日）
　小村　英司さん（19日）
　玉野　哲雄さん（26日）
　遠田　公夫さん（26日）
　山縣　義道さん（28日）

 親睦活動委員会　福田　金吾
古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事

（今週の担当：橋詰　文雄）
（カメラ担当：大神　吉史）

　NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド 理事長
籠手田惠夫様の卓話に期待してニコニコします。

円田　　昭さん、黒江　章雄さん
一瀬　伸彦さん、玉野　哲雄さん
遠田　公夫さん、山縣　義道さん
小村　英司さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

【今週のランチ】
お弁当で春を感じるたけのこが入っています。

ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 828,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

2019年4月
＊例会卓話者予定＊ 

4月17日　新会員卓話　　　前田　隆夫さん
　　　　　（西日本新聞 佐世保支局　支局長）

4月24日　宇久町観光協会　事務局長
　　　　　　　　　　　　　　檜

ひ が き

垣　　督
おさむ

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

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月23日㈫　新入生歓迎会
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　萩原多恵士 ・ 橋詰　文雄 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　安部　雅隆 　　


