
1． 青少年交換に関し虐待とハラスメント防
止に関する地区指針を提出すること

2． プログラムは法人組織または、団体で行
うこと

3． 地区ガバナーは、損害賠償保険に加入す
ること

　これに対応すべく、日本のガバナー会
は、青少年交換委員会の下にRI指針検討委
員会を作りました。その一環として、山縣
会長の時、青少年交換研究会長崎会議が
HTBで行われた事を記憶していらっしゃる
方も多いと思います。
　その後、34地区をまとめ、特殊非営利活
動法人 国際ロータリー日本青少年交換委員会

（RIJYEC）が作られ、
1． 危機管理規定の制定
2． 虐待、ハラスメント予防に関する指針
3． 性的虐待、ハラスメント申し立て誓約書

に関する指針
等を策定しRIに示しております。
　文化、習慣の違いは、善意を善意として
受け止めない場合があります。又、考えも
及ばぬ些細な事でも、本人がどう受け止め
るかで虐待にもなるし、ハラスメントにもな
るようです。そんな問題を抱えながらも、
日本でのこのプログラムは継続中です。

 会長　石井　正剛さん

　朝夕の肌寒さが秋を感じさ
せてくれます。
　今週は、そんな深まりゆく
秋の一日、芸術の秋第二弾と
して安田様をお迎えし、佐世
保市博物館島瀬美術センターに纏わる興味
深いお話をお聞きしたいと思います。
　10月27日㈰、国際青少年交換セミナー
が、大村 本経寺にて行われました。冒頭、
今年度の第2740地区交換留学生について、
海外からの受け入れ学生は4名、今後、派遣
予定の日本人学生は9名、オーストラリア2
名、アメリカ2名、残り5名は未定ですが、1
月から7月にかけて出発する予定との報告が
ありました。
　次にRI第2700地区RIYJEC研修部門委員 
大楠正子さんをお迎えして「よりよき青少
年交換のために」と題した講演があり、次
のような内容でした。2004年大阪で行われ
ましたRI国際大会で、オーストラリアの留学
生が、「セクシャルハラスメントに対してRIは
何もしてくれなかった」との爆弾発言をし
ました。
　その後、裁判となり、RIは多額（数千万
円）の慰謝料を支払ったそうです。これを契
機にRIは、地区青少年交換委員会に以下の
事を求めてきました。
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６．�長崎がんばらんば国体・長崎がんばら
んば大会�実行委員会事務局課長

　「県民運動リーフレット」が届いております。

■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
� 委員長　中村　徳裕さん
台南RC創立60周年 参加者登録
状況報告及び更なる登録のお願
いについて
　来る平成26年1月9日㈭・10日
㈮・11日㈯・12日㈰の日程（2泊3日または3
泊4日）で、姉妹クラブ台南RCの60周年記念
式典への訪問団を結成し、出来るだけ多く
のメンバーでお祝いし、更なる友好を深め
たいと計画しております。
　進捗状況の報告をいたします。現在会員
からの登録22名、奥様の同伴が3名様で、合
計25名となっております。お申込みいただ
いた方々には、速やかに参加申込み書をご
提出いただきたく、よろしくお願いいたし
ます。
　佐世保RCの60周年を記念した3000回例会
の際には、総勢40名を超える台南クラブの
皆様の訪問を頂いております。その返礼の
意味もありますので、是非30名から40名の
メンバーで訪問を目指しております。
　繰り返しのお願いになりますが、皆様ご
参加について、是非ともご協力いただきた
く、日程の調整などご配慮をお願い申しあ
げます。

■資金推進・財団・米山委員会
� 委員長　溝口　尚則さん
○ 梅村良輔会員より、㈶ロータ

リー米山記念奨学会へご寄付
をいただきました。

○ 長島　正会員、梅村良輔会
員、佐保　榮会員、山下尚登会員、長富
正博会員、松尾慶一会員、溝口尚則会
員、黒木政純会員、橘髙克和会員より、
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◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保市博物館 島瀬美術センター
　館長・学芸員　安田　恭子 様

� 幹事　増本　一也さん

１．�国際ロータリー日本事務局�経理室
　 2013年11月のロータリーレートは、1ドル

＝100円です。
　（参考）10月ロータリーレート：100円

２．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
　 2013年規定審議会にて決定した各種規定

を反映した、RIホームページより日本語
版標準ロータリークラブ定款のファイルが
入手可能となりました。

　 https://www.rotary.org/myrotary/ja/
learning-reference/about-rotary/policies-
procedures/governance-documents

　◦ 推奨ロータリークラブ細則の更新はま
だこれからです。

　◦ この標準ロータリークラブ定款が含まれ
た日本語版2013年手続要覧は、2014年1
月頃出版と言われています。

３．第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページが更新（10月29日）さ

れています。

４．大村ロータリークラブ
　週報No.11～14が届きました。

５．社会福祉法人�長崎県障害者福祉事業団
　　障害者支援施設つくも苑��施設長
　ひまわり会文化祭のご案内
　①日時／2013年11月9日㈯　10:30～15:30
　② 行事日程／模擬店、喫茶、バザー、作

品展示・販売

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録



年次プログラム基金へご寄付いただきま
した。

　

� 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、圡井　弘志さん
森　　信正さん、山縣　義道さん
　佐世保市博物館 島瀬美術センター館長 
安田恭子さんの卓話に期待して。

古賀　　巖さん
　島瀬美術館の壁面はキラキラフェスティバル
の準備で、11月21日の点灯式まで作業が続き
ますので、大変ご迷惑をおかけ致します。

安福鴻之助さん
　間一髪で台風27号余波の雨が上がった25
日夜、長崎グラバー園を借り切って、晩餐
会を開催しました。
　参加したのは、シュヴァリエ・デュ・タート
ヴァン（ブルゴーニュワイン騎士団）日本支部
の会員と家族。まずオペラ、マダム・バタフ
ライのアリアなどを鑑賞した後、ブルゴーニ
ュワインを堪能しました。
　新・世界三大夜景や、翌日は軍艦島観光、
花月の卓袱料理など全国から集まった参加
者は大満足で長崎を後にしました。池本さ
ん、才木さんの計らいで長崎新聞「石だた
み」欄に紹介して戴きました。

佐々木秀也さん、坂元　　崇さん
　結婚祝ありがとうございました。

『観光とミュージアム』

　佐世保市博物館
　島瀬美術センター
　　館長・学芸員  安田　恭子�様

1．はじめに 
　年々入館者が下がり続けている佐世保市
の博物館、島瀬美術センター。しかし、6月
から島瀬美術センターは変化し始めた。今
回は、弊館の取り組みから「観光とミュー
ジアム」の接点についてご紹介します。 

2．佐世保市博物館島瀬美術センター 
▪館　名　佐世保市博物館島瀬美術センター
▪所在地　長崎県佐世保市島瀬町6－22
▪開　館　昭和58年4月1日（開館30周年） 
▪目　的　 美術、考古、民俗などに関する

資料の収集、保存、展示及び調
査、研究を行い、併せて美術品
の展示をする場の提供を行う。 

▪休館日　毎週火曜日、年末年始 
▪開館時間　10～18時（入館17時30分まで） 
▪職　員　6名（平成25年10月1日現在） 

3．観光とミュージアム 
　ミュージアムは観光資源になり得る。例
えば、ルーブル美術館、大英博物館、メト
ロポリタン美術館等。展覧会目的客は周辺
観光も行い、大きな経済波及効果がある。
弊館も観光資源となるよう邁進する。

４．３Ｃ
　朝長市長との約束。チャレンジ、チェン
ジ、コミュニケーション。弊館では早速、
様々な取り組みを開始している。
①チャレンジ
　１）人： 職員が足りない ⇒ 2割の効率化、

1.2倍速のスピード、そして学芸
員の館長。 

　２） もの： 施設が古い ⇒ 施設が古くても
できる企画がある。
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ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 347,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
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（今週の担当　長富　正博）
 （カメラ担当　長富　正博）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊11月  例会予定＊　

11月13日 地区米山奨学生
  イ・ヌｪ・ソウ 様

（ミャンマー出身・長崎国際大学生）

11月20日 佐世保観光大使
  田崎　愛子 様、福薗 由貴菜 様

11月27日 新会員
 NTT西日本－九州佐世保支店長
  岡村　一郎さん

　例：「フェルメールとレンブラント展」 
　▪来年4月12日㈯～6月30日㈪ 予定
　▪ 世界で唯一、個人が所蔵するフェルメ

ール。
　日本初公開コレクション。長崎初フェル
メール展。島瀬初の海外展。

　３） 金：予算がない ⇒ お金がなくてもで
きる方法がある。

　例：「岩合光昭写真展ねこ歩き」 
　▪来年7月23日㈬～8月31日㈰
　▪貸館としてKTNテレビ長崎が主幹。
　▪親和アートギャラリーと初コラボ。

②チェンジ
　１）元気が足りない ⇒ 朝礼の実施。
　２）汚い ⇒ 整理整頓、清掃。 
　３） 現場にほとんど足を運ばない ⇒ ミッ

ションの確認 ⇒ キュレイターデスク
　４） 人任せ ⇒ 考古展示室改善など自ら実

施。

③コミュニケーション 
　◦ 現場第一“すべては入館者のために。” 
　◦ 職員とのコミュニケーション“月面談の

実施”。

５．おわりに
　最初にダメだと思った瞬間から、ダメに
なる。 
　「明るく、楽しく、元気に」

考古展示室
佐世保市が昭和39年以来手がけてきた発掘調査の
成果が一堂に展示されています。

展示室
個展からグループ展など展覧会を開催する場所と
して展示室を利用できます。

佐世保市博物館島瀬美術センター


