
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
佐世保市亜熱帯動植物園

園長 江頭　光則様
○ビジター
佐世保南RC 山本　重治君
佐世保東RC 市瀬久米嘉君

幹事　中村　徳裕君
１．国際ロータリー
「The rotarian 誌 6月号」が届いております。

２．第2740地区ガバナー 野口　　清君
地区協議会記録CD送付について

３．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
会長　増本　恒彦君

実行委員長　松田　祐二君
競技委員長　内海　和憲君

佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会決算書送付
について

４．第2740地区ガバナーエレクト事務所
ロータリー財団地域セミナーハンドブック
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会長　大神　邦明君
5月の例会も今日で最後で、

残すところ後1ヵ月を大切に役目
を果たしたいと思います。
先週の炉辺例会はいかがでし

たでしょうか。何時も集まっている例会場で
食べ飲んではと思ったのですが、皆様大いに
話が進んで居られて懇親は図られたのではな
いかと、私としては感じました。費用対効果
を考えましたら安く上がりました。それ以上
に新しい人と人との繋がりの発展を期待する
ものです。
現状での我がクラブの会員数は82名で、昨
年7月初めは80名で、平均会員数83～84名で
すので、約2名の減となっております。この
地域で人間活動をしていると、佐世保RCの
存在は大切なものと思いますし、皆様も我が
クラブを思ってくださると考えます。
それには数と体制維持が根幹であり、2名

の増員を全員で協力してやりましょう。この
方と思われる人が居られましたら会員増強委
員会か、私でも、次期会長でもよいので、ご
相談ください。是非皆様方にお願い致します。

会　長　挨　拶
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2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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松尾　弘司・喜美子様ご夫妻（10日）
副島　正義・三重子様ご夫妻（14日）
古原　　進・洋子　様ご夫妻（18日）
木村　公康・智里　様ご夫妻（22日）
川冨　正弘・玲子　様ご夫妻（30日）

親睦活動委員会　平尾　幸一君
佐世保東RCパストガバナー　市瀬久米嘉君
久し振りのメークアップです。お世話にな
ります。

大神　邦明会長、中村　徳裕幹事
有薗　良太副幹事、千住　雅博君
古賀　　巖君、田中　信孝君
遠田　公夫君、E富　誠也君
本日の江頭園長の卓話に期待します。北の
旭山動物園、西の石岳動植物園と日本の動物
園の双璧となることを目指して日夜努力され
ておられます。動植物園応援隊の一員として、
これからも活動させて頂きますので、会員の
皆様も佐世保の財産でもある動植物園の応援
をよろしくお願いします。

森　　信正君
本日の卓話をしていただく江頭氏は以前ス
ポーツ部門におられ、西九州道路開通記念の
ハウステンボスSASEBOcityマラソンの実現
にご尽力頂きました。これからも大いに頑張
ってください。

松尾　弘司君
久しぶりの例会参加ですのでニコニコし

ます。

西村正一郎君
DCカード情報紙「グラン」全国紙に白山

陶器の商品が掲載されていました。県産品と
して、波佐見焼のPRは非常に大きいと思い
ました。松尾さん、おめでとうございます。

５．佐世保学園長 山口　　修様
「社会を明るくする運動」月間における意
見発表会の開催について（ご案内）
日時／平成20年7月4日貊 13:30～15:30
場所／佐世保学園体育館

６．佐世保西ロータリークラブ
会長　岡本　章二君

2008～2009年度会長　大久保重利君
クラブ事務局の移転ならびに例会場変更の
お知らせ
2008年7月1日より
クラブ事務局／佐世保市谷郷町5-32

ホテル万松楼内
TEL 23-9030   FAX 24-9292

例会場／ホテル万松楼「真珠の間」
TEL 23-6171  FAX 23-6179

地域発展委員会 委員長　菅沼宏比古君
6月1日豸 空き缶回収キャンペ
ーンを行います。AM8:30 中央公
園に集合となっております。

親睦活動委員会　幸良　秋夫君
○結婚記念月のお祝い

円田　三郎・幸子　様ご夫妻（3日）
千住　雅博・恵実子様ご夫妻（5日）
田中　信孝・さと子様ご夫妻（7日）
飯田　満治・節子　様ご夫妻（10日）
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安井　　浩君
早退しますので（出張の為）ニコニコします。

古原　　進君
誕生祝いありがとうございました。

円田　三郎君、千住　雅博君
古原　　進君、田中　信孝君
木村　公康君、川冨　正弘君
松尾　弘司君
結婚記念日のお祝いありがとうございま

した。

ロータリー情報委員会 委員長　F田　俊夫君

■同一のクラブで同時に正会員及び名誉会員
になれるか
標準クラブ定款第7条第5節で、同一のクラ
ブで同時に正会員と名誉会員を兼ねることは
認められておりません。
但し、一つのクラブで正会員であり、他の
クラブで名誉会員になることはできます。

■クラブ在籍中に職業を引退した正会員の取
り扱い
①クラブを退会しなくて良いのか
引退された正会員はそのまま会員資格を維
持できます。
②職業分類はどうなるのか
該当する正会員が職業を引退時の職業を本
人の職業分類とする。
③職業より引退した後で入会された正会員の
職業について
入会当時無職の方は、入会以前の最終職業
が職業分類となります。

井手　孝邦君

「夏は来ぬ」合唱

『佐世保市の宝「いしだけ」の魅力再発見』

佐世保市亜熱帯動植物園
園長 江頭　光則様

先々週佐世保RCより動植物園
に見学に来ていただき、誠にあ
りがとうございました。職員よりとてもうれ
しかったということを是非伝えてくれと言わ
れました。今までこういう形で見学に訪れて
いただくということが全く無かった。それほ
ど動植物園はそこにあるだけという存在だっ
たということです。
私は平成18年に園長に就任以来、職員た

ちに「バカになってやってみようよ」と呼
びかけ、動植物園を変える取り組みをやっ
てきました。

○日本最西端にある素晴らしい九十九島を望

む動植物園

動植物園は昭和36年に石岳山中腹に開園し
ました。長崎、佐賀両県で唯一公立の動植物
園館としては、全国でも26番目にできた古い
歴史をもっています。開園以来、現在まで
930万人の入園者が訪れています。
このように市民の身近にある動植物園は通
称「いしだけ」と多くの人に愛されています。
しかし、最近では、平成5年度の22万7千人を
ピークに、平成16年度は14万人と開園以来最
低の入園者でした。年々入園者の減少は全国
でも一部の動植物園を除いてはその傾向にあ
るようです。

○どうして人気が無くなったのか

どうして入園者が落ち込んできたのか分析
しました。施設の老朽化、駐車場など利便性

卓　　話

ロータリー3分間情報

ニコニコボックス 本日合計 21,000円

累　　計 809,000円

◇

歌 の 時 間
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（今週の担当　黒木　政純）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

卓話　　佐世保市役所国民健康保険課
係長　大坪　健一様

「後期高齢者医療制度について」

の低下、トイレなど共益サービス施設の不足
などがあります。展示方法にも多くの問題が
ありました。見にくい、マンネリ化した施設
は魅力がないなどの意見もありました。大き
な要因として、いままでは何を伝えるのか方
針が明確でなかったのではないかとの疑問に
行き着きます。
動植物園のこれからの新たな使命は、
①動植物と空間を共有していることを体感で
きる場
②希少動植物の保護と繁殖への貢献
③動物と植物の織り成す憩いの場
④いのちや環境の大切さを学ぶ場
を提供することにあり、そのような存在意義
を理解してもらう努力が足りなかったと思い
ます。

○動植物園が変わっています

動物園の展示方法が変わってきています。
旭川市にある旭山動物園はこれまでの単に動
物を見せる「可愛いい」ではなくて「すごい」
といわれるような動物本来の特徴的な生き生
きとした姿を見せる「行動展示」の手法を取
っています。これは、動物などのエンリッチ
メント（飼育環境の向上改善）対策として施
設、飼育方法を見直すことに力を入れていま
す。動物が自分で居場所を決められるような

展示手法を基本にすることでより身近に動物
の「すごさ」を観察できるのです。植物部門
も同じで植物相談ニーズが急激に増えていま
す。花木を観賞する喜びから身近に花木を育
てて、憩いと喜びを得るといった傾向に変化
しています。

○退屈しない工夫で伝えたいもの

このように動植物園が変わっていることが
わかります。園では希少種の繁殖例もあり、
動物、植物を通しての実技体験などで命の教
育、環境保護も従来から取り組んでいます。
特に国の天然記念物であるツシマヤマネコの
保護の緊急性を感じています。
もっと身近に動物を観察でき「動物って、

すごいな」と思えるような仕掛けと工夫を考
えていかなければなりません。
市民に愛される動植物園にするために何を
伝えるのかを問いかけ、動物・植物を見て、
これらからメッセージを感じ、満足、感動し
てもらえる仕掛けを作れば、多くの人が自然
に足を運んでくれると思います。
本土日本最西端の動植物園はなによりも、

素晴らしい景観の九十九島を望む高台にある
ことです。これは、
全国に誇れるもので
す。この素材を活か
しきってこそ新しい
動植物園が生まれる
と考えます。

【基本コンセプト】 

日本最西端の輝く生命を“つなぐ”動植物園 

【基本方針】 

楽しく、優しい、魅力ある動植物園づくり 

いのち 

地球上に共に生きている生命の不思議を 
　●ひとや動植物（自然環境）との深い関わりを知る 
　●多様な動植物が一体となって見せる本来の姿から感じる 

驚き・感動・発見・喜びをもたらす、 

新しい時代のレクレーションのあり方を目指す 


