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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 10 名・欠席 14 名・ビジター 1 名 ・出席率

69.62 ％

《４月 24日》会員数 75 名（出席免除会員 23 名）
・出席 47 名・免除者欠席 9 名・欠席 20 名・メークアップ 20 名・修正出席率 100.00 ％
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ハワイ短期留学プログラム ご報告
ハワイ短期留学委員会
安部 雅隆 さん

副委員長

地区大会記念事業として実施され
た、「ハワイ短期留学プログラム」について、このた
び卓話の時間をお借りして報告させていただきます。
○出発式3/25
3月25日の出発式では大いなる期待を胸に、九州
文化学園小学校に14名の高校生が集いました。橘髙
克和地区大会実行委員長の挨拶に始まり、朝長則男
佐世保市長より激励のお言葉をいただき、最後に高
校生を代表して、佐世保商業高校二年 大串理子さん
より力強い決意表明をしてもらい式は終了。ご家族、
ロータリアンの見守る中、福岡空港へ出発しました。
福岡空港までの車内や、乗り継ぎが5時間近くあっ
たソウル仁川空港、そしてハワイへの機内において
も生徒たちの興奮は収まることなく、ホノルル到着
まで元気な様子でした。
○学校生活や1日の流れ
2 日 目 か ら は 早 速 学 校 が 始 ま り、 朝 8 時 半 に 出
発 す る ス ク ー ル バ ス に 乗 っ て い ざ 学 校（Kapiolani
Community College）へ。KCCでのプログラムは、午
前は英会話を中心とした授業があり展開され、午後
からはハワイ・プランテーション・ビレッジや戦艦
ミズーリ号見学、また裁判所での模擬裁判を経験す
るなど、学校以外の課外授業を通じて、英会話とア
メリカの文化や生活を密に学べたのではないかと思
います。
学校終了後はスクールバスで15～16時ごろホテル
に戻り、各々のグループでハワイの美しい街並みを
散策したり、事前に調べた場所へ路線バスを利用し
て行ってみたりと、仲間たちとの交流を深めている
様子でした。また、毎日21時からミーティングを行い、

各人の1日の報告や、ロータリアンから注意事項を伝
達して翌日に備えていました。
○休日のアクティビティー
土曜日午後と日曜日は授業が休みでしたので、ア
ラモアナ・ビーチパークにてバーベキューを行った
り、現地の人とビーチバレーを楽しんだりするなど
ローカルの方たちと積極的に交流しました。また、
カイルアの超有名店「BOOTS ＆ KIMO’S」でパン
ケーキをテイクアウトしてカイルア・ビーチで食し
たり、ダイヤモンドヘッドに登頂したりと、ハワイ
の典型的な楽しみ方も体験しました。とても有意義
な土・日であったと言えます。
○MINI EXPOの開催
翌日の4月1日には学校内でMINI EXPOと称して、
長崎や佐世保の物産品や文化を紹介する授業があり、
折り紙や書道の披露、佐世保独楽の実演など、MINI
EXPOを通じてKCCの学生とコミュニケーションが
とれたのは素晴らしい体験でした。
○ファイナル プレゼンテーション
最終日の授業にはロータリーメンバーも同席する
中、ファイナルプレゼンテーションとして2人１チー
ムで今まで学んだことを英語で発表してくれました。
どの生徒も素晴らしい内容で、10日間しかない中で
しっかりとプレゼンテーションを作り上げた姿を見
て、本当に感心した次第です。
○最後に
一方で、インフルエンザ蔓延をはじめとする、想
定していなかった数々のトラブルにも見舞われまし
た。その対応に関しては四苦八苦したところもあり
ましたが、それらを含め今回の留学は参加高校生に
とって一生涯忘れられない経験になったことは間違
いなく、また、この経験をお手伝いできたことは、
ロータリアンとして本当に良かったと委員会メンバ
ーの総意として感じております。
遠くハワイまで激励に来ていただきました
福田ガバナー、大久保幹事、円田昭さんをはじめ、
多くのサポートをいただきました同行メンバー、様々
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な場面で応援、サポートいただいた方々、そして佐
世保ロータリークラブの会員の皆様に感謝申しあげ、
ハワイ短期留学プログラムのご報告とさせていただ
きます。

例会記録
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
佐世保北RC
松田

亜由美 さん

会 長 挨 拶
会長 古賀
巖
来週の例会は、令和特別記念とし
て指定休会日としましたのでお休み
です。
また、本日の夜は次年度木村公康
エレクトの実質的なスタートでもあ
る、次年度大委員会が開催されます。
令和最初の大委員会です。丁度一年前、ガバナー輩
出クラブとして緊張し、しかも慌ただしくこの日を
迎えていた事を思い出しております。
先週末11日は、職場訪問で軍艦島に上陸しました。
天候も降水確率0%で、絶好の上陸日和になりました。
詳しくは後ほど報告して頂きますが、ご多忙な中、
26名の方にご参加頂きありがとうございました。ま
た、万全の準備をして頂いた円田大委員長、中川委
員長、委員会メンバーの皆さんに心からお礼申しあ
げます。
百聞は一見にしかずで、中身の濃い貴重な体験を
させて頂きました。まさに聴くと自分の目で見て体
験するのとは大違いを実感させて頂きました。ただ、
若手の会員の方の参加が少なかったのが、少し寂し
く感じたところです。
ところで、ロータリークラブの5月の特別月間は、
若い人々の育成を支援するすべてのロータリー活動
に焦点を当てる「青少年奉仕月間」です。
ロータリークラブは、この月間中、クラブのニュ
ースレターやその他の広報資料に「各ロータリアン
は青少年の模範」のスローガンを利用するよう奨励
されています。
果たして、今の私たちは青少年の模範となり得てる
でしょうか？自問自答をしたいところです。
我が佐世保RCではインターアクトとローターアク
トを提唱し、また佐世保学園の意見発表会など比較
的熱心に取り組んでいるほうではないかと思ってい
ます。
これからも課題がいろいろあって油断するとすぐ
に活動が萎んでしまいそうな、インターアクトとロ
ーターアクトの活動ですが、令和の時代になってか
らも、今までの活動と同じように子どもたちや学生
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達を見守りながら、時にはやさしく、時には厳し
く取り組んで頂きたいと考えます。
さて、本日の卓話の時間は、安部雅隆ハワイ短期
留学委員会副委員長によるハワイ短期留学の報告で
す。
準備も含めて、インフルエンザの流行があったり
して、最後まで大変ご苦労された事業だったと感じ
ております。委員会の皆さんには心から御慰労申し
あげます。
生徒たちにとっては、一生忘れられない経験だっ
たと信じております。
本日も最後までよろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事
１．地区公共イメージ委員会
委員長 久保
地区研修・協議会 公共イメージ部門
アンケート調査

大久保利博
泰正 さん

２．第2700地区

地区ローターアクト委員会
カウンセラー 本田 正寛 さん
委員長 西田
博 さん
代表 村上 弘晃 さん
第2700地区 ローターアクト50周年記念式典のご案内
1982年7月 に、274地 区（ 現 在 の2740地 区 ） と270
地区（現在の2700地区）が、ひとつの地区としてロ
ーターアクト活動を行っておりました。
日程／2019年6月23日㈰
スケジュール／13：00～14：00登録
14：00～17：00式典・現況報告等
17：00～19：00懇親会
会場／ソラリア西鉄ホテル福岡 8階
登録料／式典：5,000円、懇親会：8,000円
３．第2740地区 ガバナーエレクト 千葉 憲哉 さん
地区米山記念奨学委員会 委員長 大家 和義 さん
2019-20年度 クラブ米山記念奨学委員長セミナー
開催のご案内
日時／6月23日㈰ 13：30受付
14：00開会 16：30閉会予定
会場／東彼杵町総合会館
クラブ出席予定者／次年度クラブ会長、次年度ク
ラブ幹事、次年度クラブ米山委員長

委員会報告
■職業奉仕委員会
委員長 中川 知之
先週、5月11日㈯に職場訪問事業として、佐世保よ
り西肥バスで、長崎の軍艦島上陸ツアーに行ってま
いりました。参加人数は総勢26名で、これ以上ない

というくらい快晴でした。まず軍艦
島ミュージアムで軍艦島「端島」の
歴 史 を 学 び、 そ の 後、 船 で50分 く
らいかけて上陸しました。軍艦島は
老朽化が進み、一部しか見られませ
んでしたが、壮大な景観は特殊な歴
史を感じさせるのに十分でした。今回は大委員長の
円田浩司さんのお力でスムースに進みました。
■職場訪問：軍艦島見学
SAA 平尾 幸一
5月11日土曜日に、天気快晴の中、
2015年に世界遺産として登録された
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・
製鋼、造船、石炭産業」の構成資産
の一つである軍艦島の見学に、総勢
26名で行って参りました。
軍艦島ミュージアムでは、いろいろなムービー、
写真が展示されていました。
最も新しく大きな船に乗って快適なクルーズを楽
しみながら、世界遺産に登録された多くの造船所の
施設の解説を聞きました。朝ドラの「あさが来た」で、
ディーン・フジオカが演じた五代友厚が日本で初め
て造った近代的な造船所に、明治維新後早々の1869
年に明治天皇が行幸されました。昭和の時代、長崎
市の小学生が夏休みに水泳に通う通称「ねずみ島」は、
明治天皇のお后が多くの外国人とピクニックを楽し
んだことから「皇后島」と言われています。
軍艦島は、本来の名称は「端島」といい、軍艦「土
佐」に似ているところからついたニックネームです。
アメリカの潜水艦が島に魚雷攻撃を行ったという通
説がありますが、それは誤りで、岸壁に係留して石
炭を積み込んでいた貨物船「白寿丸」が魚雷攻撃を
受けて2発の魚雷が命中し、沈没しています。
軍艦島で明治の世界遺産に登録されているのは、
岸壁と煉瓦造りの建物だけであるということでした。
護岸工事は、天草から運ばれた石灰と赤土を混ぜた
天川（あまかわ）という接着剤を用いた石積み工法
でつくられ、軍艦島独特の景観を生みだしています。
高層鉄筋アパートは、大正時代以降の建築であるた
め、世界遺産ではありません。最も古い30号棟は大
正5年に建築され、現在では修復の見込みがなく、崩
壊するのを待つのみということでした。日当たりの
良い広い場所がなかったため、やむを得ず許可され
た保育園は、建物の最上階にあり、エレベーターも
ない中、9階まで歩いて登ったそうです。1959年には
人口が5,259人となり、その人口密度は世界一で、今
でもその記録は破られていません。1891年から1974
年の約84年間で約1,570万トンの石炭を採掘し、八幡
製鉄所へ送られました。世界中の石炭を集めた品評
会で、世界一の品質と折り紙を付けられたそうです。
軍艦島は実際に行って、いろいろな解説を聞いて
みる価値がある史跡であると感じました。

■社会奉仕委員会
委員長
「空き缶回収キャンペーン」につい
て（ご案内）
実施日時／令和元年6月2日㈰
午前9時00分から
（ 雨 天 の 場 合 は、6月9日
㈰に延期）
集合時間／午前8時50分
集合場所／名切ふんすい広場集合

坂元

崇

次年度報告
次年度幹事 有薗 良太
本日17時30分からレオプラザホテ
ル佐世保にて第5回期前理事会を開
催いたします。役員、理事の方々は
ご出席よろしくお願いいたします。
続きまして、18時30分から同じく
レオプラザホテル佐世保にて、大委
員会を開催いたします。役員・理事・監事・委員長・
副委員長の方々は、ご出席よろしくお願いいたします。

慶

祝
親睦活動委員会

前田

隆夫

◯今月の誕生祝い
安部 直樹 さん（19日）
加納洋二郎 さん（24日）
◯永年会員表彰
松本 英介 さん（44年）
福田 金治 さん（42年）
大神 邦明 さん（34年）
◯出席100％表彰
米倉洋一郎 さん（30回）、有薗 良太 さん（17回）
平尾 幸一 さん（12回）、中川 知之 さん（ 8回）
坂本
敏 さん（ 8回）、福田 金吾 さん（ 2回）
椎山
昇 さん（ 1回）

（4pに写真を掲載しています）
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ニコニコボックス
【今週のランチ】
「ステーキプレート」
なんとも言えないステー
キ丼でした。

親睦活動委員会 北野 慎司
佐世保北RC 松田亜由美 さん
初めてお世話になります。佐世保北RCの松田と申
します。長男の陸応がハワイ短期留学プログラムで
お世話になりました。とても楽しかった、また行き
たいと申しております。今日は卓話までお世話にな
ってもよろしいでしょうか？
宜しくお願い申しあげます。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、小村 英司 さん
北野 慎司 さん、一瀬 伸彦 さん
安福 竜介 さん、福田 金吾 さん
井上 斉爾 さん、米倉洋一郎 さん
坂本
敏 さん、福田 金治 さん
中村 徳裕 さん、草津 栄良 さん
円田 浩司 さん、橘髙 克和 さん
大神 吉史 さん、松尾
貴 さん
平尾 幸一 さん、西田 勝彦 さん
黒江 章雄 さん、有薗 良太 さん
坂元
崇 さん、黒木 政純 さん
橋詰 文雄 さん、芹野 隆英 さん
松尾 慶一 さん、陣内 純英 さん
森
勝之 さん
安部雅隆さんの「ハワイ短期留学プログラムの報
告」に期待してニコニコします。

職場訪問 2019年5月11日㈯

全員集合

JUPITERに乗って軍艦島へ

2019年5月〜6月
＊例会卓話者予定＊

奉仕プロジェクト委員会 委員長 円田 浩司 さん
職業奉仕委員会 委員長 中川 知之 さん
5月11日に開催しました職場訪問（社会科見学？）
の「軍艦島上陸ツアー」は、26名の方にご参加いた
だき、おかげ様で天候にも恵まれ、事故やケガ等も
なく、無事に終了することができました。ありがと
うございました。
松本 英介 さん
亡妻の七回忌を終えることができました。
ご芳情ありがとうございました。

◇

クラブ会報委員会
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指定休会日（令和記念）

5月29日

株式会社ドコモＣＳ九州

長崎支店法人営業部長
後藤 義勝 様
6月 5日 会員 吉澤 俊介 さん
12日 佐世保共済病院 整形外科顧問
社会福祉法人 大空の会 にじいろ診療所
診療所長 萩原 博嗣 様

日時／6月4日㈫ 17：00～
会場／西海学園高等学校 図書館（予定）

松本 英介 さん、福田 金治 さん
大神 邦明 さん、米倉洋一郎 さん
有薗 良太 さん、平尾 幸一 さん
中川 知之 さん、坂本
敏 さん
福田 金吾 さん
永年会員並びに出席100％表彰、ありがとうござい
ます。

本日合計
累
計

5月22日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

加納洋二郎 さん
誕生日のお祝ありがとうございます。

ニコニコボックス

世界遺産登録された防壁

45,000 円
975,000 円
委 員 長
副委員長

大神
黒江

※例会に参加の方は、田中信孝委員長へ連絡ください。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月11日㈫ 18：30～
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。

（今週の担当：大神
（カメラ担当：黒江
吉史
章雄

委

員

萩原多恵士 ・ 橋詰
安部 雅隆

文雄

吉史）
章雄）

