
『九十九島パールシーリゾートと
　九十九島海賊遊覧船「みらい」』

　させぼパールシー㈱
　　取締役社長　中島　正美	様

■させぼパール・シー株式会社  概要
　設立：平成2年5月28日
（九十九島パールシーリゾートオープン：平成6年7月20日）

　させぼパール・シー株式会社は、西海国立公園
九十九島の玄関口に位置する複合施設「九十九
島パールシーリゾート」で、以下の事業などを
行う第3セクター。

　①	西海国立公園九十九島水族館「海きらら」
の管理運営

　②	九十九島遊覧船の運航
　③	物販施設の管理運営
　④	エコツアー（小型遊覧船等）の企画運営

※	平成27年度より、西海国立公園九十九島動
植物園「森きらら」（現在は市営施設）の管理
運営を行う予定

■九十九島海賊遊覧船「みらい」について
　平成26年9月26日進水式
　平成27年4月1日就航予定

◯新船建造に向けた基本的なコンセプト
１．	安全性（操作性、旋回性、安定性に優れ、
風や波に強い）

２．	快適性（振動、傾き、騒音、バリアフリー、
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船員の作業性・居住性）
３．	省エネルギー、環境対応性（自然エネルギ
ー採用⇒太陽光パネル、風力発電装置搭載
　船室の電気）

４．	漁協との共生（養殖いかだ作業への波の影
響を最小化）

５．	九十九島の海域にふさわしい気品と楽しさ
を併せ持つデザイン

◯新船の特徴
１．	遊覧船としては日本初の電気推進船
２．	船体デザインは神戸芸術工科大学、見明助
教授が担当。8歳の頃海王に乗船したとき
の原体験を基に乗船のワクワク感、非日常
感の演出、自然への導き等、子ども目線に
立ち返り、様々な仕掛けを施す。



３．	船首部の装飾彫像「フィギアヘッド」は
九十九島生息の鳥類「ミサゴ」と真珠をあ
しらったデザインを採用。船体の「みら
い」の文字は社員によるもの。

４．	スクリューはポッド式推進器を採用し、エ
コで環境にやさしく、スピードが速く、振
動騒音が少ない船内環境を実現。

----------------------------------------------------
西海国立公園		公園指定60周年記念
　2015国際ワークショップ「カブトガニ」の科
学と保護	開催の案内と協賛のお願い

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　させぼパールシー㈱　取締役社長	 中島　正美	様
◯ゲスト
　させぼパールシー㈱	 岩岡千香子	様
　

	 会長　円田　　昭
　先週はアーケード街できらき
ら大パーティーが盛大に開催さ
れ、年末まで綺麗なイルミネー
ションで飾られております。そ
して衆議院選挙も告示され、慌
ただしく師走が始まりました。
また、日本各地で、12月初旬としては記録的
な積雪があったりして不安定な気候になって
おります。どうか会員の皆様におかれまして
は、気温の変化などに留意され健康にお過ご
し願います。
　さて今月はロータリー家族月間であります。
今週末には忘年家族会を例年とおり開催させて
いただきます。多くの会員の皆様にご参加いた
だき楽しく過ごしたいと考えております。昨年
の余興では石井直前会長の水戸黄門役の名演技
で盛り上がりましたが、本年も皆様に楽しんで
いただける余興を、親睦活動委員会総出で用意
していただいております。どうかお楽しみにし
て頂きたいと思います。

〔報告事項〕
１．	12月7日㈰	13時より東彼杵町総合会館に於
きまして2740地区社会奉仕セミナーが開
催され、遠田公夫さんと私が出席させてい

ただきました。地区
内各RCの社会奉仕事
業の昨年度の実績報
告と、本年度の経過
報告が主なものであ
りました。

２．	本日、持ち回り理事
会で、池本仁史さん
の退会を承認致しました。長崎新聞本社で
のご活躍をご祈念申しあげます。

	 幹事　納所　佳民
１．	公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長　小沢　一彦さん
　米山功労者
　第２回マルチプル
　溝口尚則さんへ
　感謝状贈呈

２．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　	地区大会個人表彰
　25年以上連続出席者
　米倉洋一郎さん

３．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　ガバナーエレクト	 太田　善久さん
　　ロータリー財団委員長	 山田　　晃さん
　　補助金委員長	 西川　義文さん
　ロータリー財団補助金セミナーのご案内
　日時／2015年1月25日㈰
　　　　10:00〜受付　10:30〜	点鐘	セミナー
　　　　16:00	閉会予定
　会場／諫早文化会館
　出席者／	地区担当関係者、クラブ会長エレクト、

クラブR財団委員長

４．佐世保北RC	 	会長　大鳥居　宏さん
　　IM実行委員長	 緒方　信行さん
　IM開催要綱お知らせ
　テーマ：「これからのロータリー！」
　　　　　　　　原点を踏まえて
　記念講演：廣畑　富雄	氏
（RI2700地区福岡県・佐賀県・長崎県	2005-06ガバナー）
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　　　　　　「ロータリーの心と原点」
　開催日／2015年1月31日㈯
　　　　　受付開始	12時30分　点鐘	13時30分
　　　　　懇親会	17時30分
　会場／ザ・パラダイスガーデン	サセボ（崎岡町）
　登録料／5,000円

５．一般財団法人	比国育英会	バギオ基金
	 会長　坂本　俊雄さん

（RI第2750地区パストガバナー）
　	2013年度事業報告の送付と基金へのご寄付
のお願い

６．海上自衛隊佐世保地方総監部
　2015年版カレンダーを７枚頂きました。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
　大神邦明さんより、年次プロ
グラム基金にご寄付をいただき
ました。

■ローターアクト委員会	 大神　吉史
長崎国際大学RAC例会参加の
お願い
◦第109回例会（通常例会）
　12月11日㈭　18:30開会
◦第110回例会（クリスマス例会）
　12月18日㈭
　　18:30〜	点鐘
　　18:45〜	乾杯、お食事
　　ゲーム、プレゼント争奪戦
　　20:45	閉会　
　会　場／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／4,500円
　参加者／増本一也、幸良秋夫、大神吉史

　年末にさしかかり、皆様かなりお忙しい事と
存じますが、アクターがかなり増えておりまし
て、かなり楽しいですが、かなり財政難でもご
ざいます。是非とも多くの方にご参加いただき
まして、楽しい時間を過ごしてもらいたいと思
います。宜しくお願い申しあげます。

委員会報告

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　12月13日㈯の忘年家族会で披
露される劇の予告をさせていた
だきます。
　乞うご期待！！

	 親睦活動委員会　松原　　健
「地区を超えて共に支援」
　アベノミクスの是非、原発再
稼働、集団的自衛権。国政の課
題が山積するなかで、突然、衆
議院が解散されました。師走の
選挙戦はまっただ中。
　佐世保市内でも選挙カーが疾走しています。
識者に言わせれば何やら生臭い思惑も交錯して
の、いわば大義なき解散であるとの見方が専ら
ですが、その選挙にかかる費用は600億円以上
と言われます。民主主義に必要なコストとの考
え方もあるようですが、個人的にはそれに見合
う価値が果たしてあるのか？もっと他に使う術
はあるだろうに、との思いが偽らざるところで
した。
　そうした中、「ロータリーの友	12月号」を手
にとりました。するとそこには、2011年3月に
起きた東日本大震災後に地元ロータリーが始め
た取り組みが掲載されていました。仙台ロータ
リークラブの「震災復興プロジェクト」です。
　今年度の活動としては、今年夏に津波で被害
を受けた石巻市の小学校に植樹と鐘の贈呈、南
三陸町の中学校には校庭に設置する時計を贈っ
ています。昨年度だけでプロジェクトの実施回
数は12回、計1,800万円に上ります。
　このほか、東松島、気仙沼等、大きな津波被
害にあった教育機関36校に対しても、行政側
での予算確保が難しい教育や運動の器具を贈っ
たり、避難生徒への学費支援が行われていま
す。合言葉は「被災地、被災者への寄り添い」
です。
　記事を読むにつれ、震災の年、福島での系列
会議に赴く際に訪れた南三陸町の瓦礫の街並み
と、肩を落として歩く住民の姿が瞼に蘇りまし
た。地元のロータリアン自身が少なからず打撃
を受けた中、こうした周囲への支援活動を行う
ことは並大抵のことではないと推察します。

雑誌の時間



　このほか福島からは、やはり国の支援がおよ
ばない、子どものメンタルヘルスケアのため
に、地元ロータリーが福島大学と協力して臨床
心理士が県内の中学、高校に出向くための自動
車を寄贈したということです。
　被災地に届けられるこうした浄財がある一方
で、今回の国政を巡る喧騒と出費される巨額の
費用。改めてそのもどかしさを感じながらロー
タリー活動の一端を知り、かつその意義を感じ
ることができた今回の被災地からの報告であっ
たような気がします。

	 親睦活動委員会　古賀　　巖
○今月の誕生祝い
　田頭　愼一さん（2日）
　長島　　正さん（5日）
　前田　文智さん（5日）
　菅沼宏比古さん（21日）

	 親睦活動委員会　前田　文智
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、福田　金治さん
圡井　弘志さん、田頭　愼一さん
芹野　隆英さん、大神　吉史さん
　中島正美さんの卓話に期待して。

池本　仁史さん
　本日開かれる弊社株主総会後の取締役会で、
本社帰還命令が出る予定です。わずか2年の佐
世保勤務でしたが、皆様には大変お世話になり
ました。
　弊社の役員人事は直前まで確定しない上、本
日のクラブ例会と株主総会が同じ日となったた
め、直接、ご挨拶ができず申し訳ありません。
　楽しい佐世保、楽しいロータリークラブでし
た。佐世保ロータリークラブのますますのご発
展と、会員皆様のご多幸を心より祈念いたしま
す。ありがとうございました。
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（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　山口　剛史）

岡村　一郎さん
　先週のきらきらフェスティバルにおいて、数
あるテーブルの中で、私の会社のテーブルが長
崎新聞に掲載されました。池本支社長、ありが
とうございますということでニコニコします。

田頭　愼一さん、前田　文智さん
　誕生祝いありがとうございました。

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17日㈬　例会休会
　　　		1月21日㈬　17:15〜　　　		
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18日㈭　18:30〜（クリスマス例会）
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	　13,000 円

	 累　　計	 576,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝
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司会
古賀　　巖さん
長富　正博さん

会長挨拶
円田　昭さん

名誉会員挨拶
佐世保市長

朝長則男 様

乾杯
増本一也さん

ソングリーダー　髙田俊夫さん 手に手つないで

閉会の挨拶
石井正剛さん

佐世保RC一座のみなさん


