
『鷹島そして推理小説』

　　新会員　吉澤　俊介さん
　		（㈱親和銀行　取締役頭取）

　私の出身地である鷹島は伊
万里湾に位置し、島の形が鷹が翼を広げた
形をしています。南北に13km･東西に5kmの
大きさで、5年前に佐賀県唐津市との間に橋
が架かりました。橋の長さは1,200メートル
で、県内では長崎の女神大橋に次いで2番
目の長さになっています。
　人口は2,400人で過疎･高齢化が進んでお
り、今から40年ほど前、私が中学生の頃は一
学年で160名いましたが、今では15名前後で
す。鷹島を語る上で欠かせないのが、約750
年前の二度にわたる元寇で、最初の文永の役
では多くの元軍が上陸し多数の島民が殺傷さ
れ、一説によると島民は二人しか生き残らな
かったと言われています。弘安の役では、博
多港で日本軍に上陸を阻止された元軍が態勢
を立て直そうと鷹島沖に移動した時に暴風雨
が吹き荒れ、約4,000隻14万人の軍勢は海の
藻屑と消えたとされています。世に言う神風
です。今でも往時を偲ばせる血浦･地獄谷な
どの地名が残っています。
　私も幼い頃は、親から元寇では「島民は
蒙古兵に首から下を埋められ、土から出て
いる頭に石をぶつけられて苦しめられた」
などの怖い話を聞かされて育ちました。
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　3年前に琉球大学の池田先生が、海底調査
で元軍の船底の背骨に当たる板を発見し、
一躍話題になりましたが、海底調査は昭和
56年から30年に亘って続けられています。
地元の歴史民族資料館にこれまでに引き揚
げられた元軍の印鑑や壷、「てつはう」と呼
ばれる炸裂弾、大いかりなどが展示されて
います。700年以上も海の中にあり、木製の
大いかりは地上にさらすと腐食してしまう
ということで、15年の年月をかけて塩抜き
作業を行い、やっと一般公開になりました。
　そんな鷹島でのんびりと過ごし、高校は
佐世保北高に進学し受験勉強そっちのけで
推理小説ばかり読み、それが高じて大学で
は推理小説同好会なるクラブで4年間を過
ごしました。推理小説の始まりは1841年に
書かれたエドガー･アラン･ポーの『モルグ
街の殺人』と言われており、その頃、イギ
リスで警察制度が整ったこと、急速に発展
する都市化の中で一般市民の犯罪に対する
不安が広がったことなどで、推理小説のジ
ャンルが確立したと言われています。その
後様々なアイデアが生み出され医学や科学
の進歩とともに、その幅は広がっていきま
した。一定のルールが必要ということで、
今から80年ほど前に、イギリス人のノック
スが「推理小説の十戒」を発表しました。
たとえば「犯人は物語の当初に登場しなく
てはならない」「探偵自身が犯人ではいけな
い」、変わったところでは「中国人を登場さ
せてはならない」･･･当時、中国人は特殊な
能力を持っていたと思われていたようです。
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	 会長　円田　　昭
　本日は年次総会を開催いた
します。皆様のご協力をお願
いします。

〔理事会報告〕
１．クラブ協議会について	1月7日㈬、14日㈬
２．新会員研修会・歓迎懇親会の決算について
３．忘年家族会の準備及び出席状況について
４．長寿祈願祭並びに祝賀会について
　　日時／1月28日㈬
　　　　　祈願祭	11時〜　例会	12時30分〜
　　　　　祝賀会	18時30分〜
　　場所／祈願祭：亀山八幡宮
　　　　　祝賀会：佐世保玉屋7階文化ホール
５．事務局年末年始休みについて
　　12月29日㈪〜1月2日㈮
６．1月例会プログラムについて
７．第7回理事会日程について　1月7日㈬

　（公財）ロータリー米山記念奨学会より、
山下尚登さんへ、米山奨学事業への寄付に
対し、米山功労者（第3回マルチプル）感謝状
が贈呈されました。

	 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局	財団室
　	財団ニュース	2014年12月号が届いており
ます。

■地区ポリオ・プラス委員会
	 委員長　溝口　尚則
　11月の財団月間にポリオ撲
滅に40,500円の寄附を頂きま
した。当クラブからの寄附と
しました。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 　委員長　田中　信孝
　12月6日㈯　12:00〜14:00
　歳末たすけあい募金活動を
島瀬公園前で実施いたします。

■ローターアクト委員会	 吉田　英樹
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長崎国際大学
ローターアクトクラブ
12月第110回例会（クリ
スマス例会）のご案内
　日時／12月18日㈭
　　　　18:30〜	点鐘・短縮例会
　　　　18:45〜		乾杯、お食事、ゲーム、
　　　　　　　		プレゼント交換など
　　　　20:15〜	総評、写真撮影など
　　　　20:45〜	閉会
　場　所／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／4,500円
　締　切／12月10日㈬までにお願い致します。

　お忙しい中、誠に恐縮ではございます
が、皆様ご参加くださいますようお願い申
しあげます。
＊	プレゼント交換を行いますので、1人1つ
（1,000円程度）ご持参頂きますようお願い
いたします。
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年次総会定足数　　	現在会員数	76名
　　　　　　　　　	定足数	26名以上
本日出席者数	54名　年次総会開催

■指名委員会代表	 パスト会長　安部　直樹
　指名委員会を代表しましてご報告いたし
ます。
　11月12日㈬	例会終了後、玉屋7階玉昇庵
にて、指名委員18名中、11名出席で開催い
たしました。
　2016-2017年度会長ノミニーに、増本一也
さんを全会一致にて指名致しました。
　増本一也さんにはご了承いただきました
ので、ご報告いたします。

■会長　円田　　昭
　細則第３条第１節　出席会員の賛成をえ
ましたので、2016-2017年度会長に増本一也
さんが当選されました。

■2016-17年度	会長ノミニー	 増本　一也
　ご承認ありがとうございま
した。会長としての力量があ
るか不安ですが、精一杯努め
てまいりますので、よろしく
お願いします。

■会長　円田　　昭
　2015-2016年度会長	田中丸善弥さんが本
日急遽欠席ですので、代わりに発表いたし
ます。
　2015-2016年度佐世保RC理事･役員を発表
し、満場一致で賛成を得ました。
　監事につきましては会長指名となってお
ります。

2015-2016年度 佐世保ロータリークラブ
 役員・理事及び監事

会長	 田中丸善弥
直前会長	 円田　　昭
次期会長	 増本　一也
副会長	 木村　公康
幹事	 芹野　隆英
会計	 富永　雅弘
会場監督	 米倉洋一郎

理事	 石井　正剛
理事（クラブ奉仕・管理運営委員会委員長）	黒木　政純
理事（R奉仕プロジェクト委員会委員長）	遠田　公夫
理事（青少年奉仕委員会委員長）	 坂本　　敏
理事（会員増強委員会委員長）	 円田　浩司
理事（クラブ広報委員会委員長）	 中川　知之
理事（ロータリー財団委員会委員長）	松尾　慶一
理事（親睦活動委員会委員長）	 大久保利博
理事（副幹事）	 坂元　　崇

監事	 福田　金治
監事	 吉澤　俊介	

年 次 総 会



	 親睦活動委員会　城島　一彦
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、福田　金治さん
山縣　義道さん、森　　信正さん
古賀　　巖さん、長島　　正さん
小川信次郎さん、坂本　　敏さん
坂元　　崇さん、増本　一也さん
富永　雅弘さん、有薗　良太さん
石井　正剛さん、山口　剛史さん
松尾　文隆さん、木村　公康さん
前田　文智さん、圡井　弘志さん
中島　祥一さん、平尾　幸一さん
円田　浩司さん、安部　直樹さん
河原　忠徳さん、吉田　英樹さん
芹野　隆英さん、山下　尚登さん
　吉澤頭取の卓話に期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　キラパー 4,000〜5,000人のパーティーが
アーケードで開催されます。今夜7:00です。
20年前、パリ祭を参考につくり上げたもの
で、すっかり冬の風物詩になりました。覗
いてみてください。

遠田　公夫さん
　商工中金、田口支店長のお力添えで、全
国商工中金の講演講師リストに入れて頂き
ました。ありがとうございます。

増本　一也さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございまし
た。先週欠席しましたのでニコニコします。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　池本　仁史）
（カメラ担当　岡村　一郎）

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史

＊12〜1月  例会卓話者予定＊

12月17日	 佐世保海上保安部
	 　部長　藤本　裕之	様

12月24日	 佐世保RC	社会奉仕委員会　
	 　委員長　遠田　公夫	さん

12月31日	 指定休会日

	1	月	7	日	 クラブ協議会

	1	月14日	 クラブ協議会

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月10日㈬		17:15〜	に変更
　　　17日㈬（修学旅行の為）休会
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月11日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	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。

ニコニコボックス	 本日合計	　31,000 円

	 累　　計	 563,000 円

◇

ニコニコボックス


