
130名）の2学部の体制に改組する。一方シー
ボルト校では、国際情報学部を２学部に分
けて国際社会学部（国際社会学科60名）、情
報システム学部（情報システム学科40名、情
報セキュリティ学科40名）とする。看護栄養
学部（看護学科60名、栄養健康学科40名）は
組織的には従来通りである。
　佐世保校においては、「経済学者の後継者
養成」ではなく、職業人養成が本学の役割
であることを改めて認識するため経済学部
を廃し、経営学部と「実践」を頭につけた
経済学科とした。これからの日本にとって
極めて重要な「地域創造」のためには、公
共政策を担う人材とグローカルな視点で経
済振興のために提案できる人材を育成する
ことが欠かせない。シュリンクしていく国
内市場だけではなく、近隣諸国との関連で
地域経済を考える観点が必要である。
　教室での基礎知識の伝搬はもちろん不可
欠であるが、実践的教育のためにはこれだ
けでは足りない。教室でも従来の講義に加
えて、「能動的」要素を加える努力をしなけ
ればならない。それに加えて学生の自主的
学び、学外でのフィールドワークが不可欠で
ある。多かれ少なかれ理論的な考察で結果
を予想・説明できる理工系分野と違って、
教室で得た基礎知識を混沌とした実社会で
活かしていくための訓練が必要である。教
材として日経新聞を活用する計画である
し、ロータリアンはじめ社会の現場で活躍
している皆さんのお力を是非拝借したい。

『長崎県立大学の挑戦』

　長崎県立大学

　　学長　太田　博道様

　現在、大学に対する社会の期待は大きい
とも言えるし、厳しいとも言える。卒業生
の受け取り手となる社会（企業、行政、病
院、NPO等々）からは、即戦力が求められて
いる。また、企業がグローバルに展開しつ
つある現代では、日本の大学卒業生であっ
ても海外の大学を卒業した学生と競争する
必要がある。当然文科省・中教審、あるい
は自民党の大学再生会議からは、大学の教
育の質の転換が求められている。スピード
感のある改革のために、学校教育法93条が
改正され、学長・副学長の権限および教授
会の役割の見直しも行われた。「学長さん、
ちゃんとお膳立てしたのだから、リーダー
シップを発揮しなさいよ」という訳である。
　本学では、教育の質の向上を図り、この
ような社会からの要請に応えるため、学部
学科の改組を計画している。平成28（2016）
年開設を目指して、鋭意努力中である。佐
世保校はこれまで経済学部（経済学科、地域
政策学科、流通・経営学科の各学科に１学
年150名）だけであった。これを経営学部（経
営学科140名、国際経営学科60名）と地域創
造学部（公共政策学科120名、実践経済学科
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企業の方の知恵や考え方を教授して頂きた
いし、企業の現場で学生を鍛えて頂きた
い。これにより、学生の地元志向が強くな
り、また本学佐世保校の２学部が他大学の
社会科学系学部から一味違う独自性で一歩
でも抜きん出ることを期待している。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　長崎県立大学　学長　太田　博道 様
◯ビジター
　佐世保北RC　           松田　信哉さん 

 会長　円田　　昭
　桜もあっという間に散って
しまい、4月も半ばとなりまし
た。県議選も終わり、次は市
長と市議の選挙が始まりま
す。しばらくは拡声器の音を
町中で聞かされる事と思います。
　今日は、本年度我がクラブに最多のご来
訪をして頂いている佐世保南クラブの太田
博道さんに卓話をお願いしております。興
味あるお話が聴けると思いますので楽しみ
にしております。

 幹事　納所　佳民
１．第2740地区
　　2014-15年度 ガバナー 宮㟢　清彰さん
　 　国際ロータリー第3ゾーン公共イメージ
　　コーディネーター 岩永　信明さん
　�ビジュアルアイデンティティのクイック
ガイドの送付について

　 　2013年6月より、ロータリーロゴ変更に
より会員ピンを除き、新しいロゴに変更
のお願い。

２．第2740地区
　　2014-15年度 ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　2015-16年度 ガバナー 太田　善久さん
　　2015-16年度 国際青少年交換委員長
  佐古　亮景さん
　�2016-2017年度国際青少年交換学生（派遣）
の募集について

　 　 次年度は募集締め切り日を5月15日㈮、
選考会を5月31日㈰ 13:00〜、大村市本
経寺 予定

　 　応募資格：佐賀･長崎県内居住者
　　 2016年出発時15歳以上18歳6か月未満

の学生

３．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ
　ホームページアドレス http://www.d2740.org/

４．活動報告書提出のお願い
　小委員長さんは大委員長さんへ4月22日ま
で、大委員長さんは事務局へ5月8日まで、
宜しくお願いします。

ローターアクト委員会 委員長　増本　一也

長崎国際大学ローターアクト
クラブの活動報告及び
今後の予定
①2015年4月9日㈭
　例会の開催
　　新会員候補の見学者：5名参加
②2015年4月25日㈯　9:30〜
　長崎県立総合体育館（長崎市）
　リーダーシップフォーラム（6名参加予定）
③2015年4月26日㈰　9:30〜14:00
　アルカスSASEBO
　新入生歓迎カレー例会
④2015年5月23日㈯・24日㈰
　RYLA（平戸市）
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 次年度幹事　芹野　隆英

　5月13日㈬18:30より、次年
度大委員会をアイトワで開催
いたします。該当の委員長・
副委員長の皆さんは、ご出席
よろしくお願いします。

 親睦活動委員会　田口　恵介

RI・黄其光会長「ロータリーの
雑誌を分かち合おう」から
　恒常的に通信が行われ、新
たな情報を得る手段がいくら
でもある時代に、今なおロー
タリーの雑誌は必要なのでしょうか？絶対
に必要です。それは雑誌がこれまでもそう
だったように、今なおロータリーについて
の言葉を広めるのに最も良い方法の一つだ
からです。
　雑誌は私が数々のロータリーデーの楽しさ
や興奮を皆さんと分かち合うことを可能に
し、世界中のロータリアンの素晴らしい活
動を掲載し、私たち全員に関係のある重要
な問題に焦点を当てます。

「ロータリー雑誌の仲間たち」
　31の地域雑誌と「THE ROTARIAN」を
総称して、「ROTARY WORLD MAGAZINE 
PRESS」といいます。各地域雑誌では、そ
の発行地域のロータリークラブやロータリア
ン の 活 動 を 紹 介 す る と と も に 「 T H E 
ROTARIAN」から指定される記事を、その
地域で使われる言語に翻訳して掲載してい
ます。記事だけでなく、表紙にもそのお国
柄が表れています。
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 出席・例会委員会　松尾　　貴
◯永年会員表彰
　田中丸善保さん（46回）

◯出席100％表彰
　黒木　政純さん（13回）
　長富　正博さん（10回）

 出席・例会委員会　大神　吉史
太田　博道 様
　本日はお招き有り難うございました。卓
話といいながら大学のPRとお願いになりそ
うですが、よろしくお願いします。

佐世保北RC　松田　信哉さん

　久しぶりにメークアップに来ました。皆様
方には大変お世話になっております。これ
からも宜しくお願い申しあげます。

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、古賀　　巖さん
池田　　豊さん、中島　祥一さん
長島　　正さん、橘髙　克和さん
平尾　幸一さん、梅村　良輔さん
　長崎県立大学 太田学長の卓話に期待して
ニコニコ致します。

慶　　　祝

ニコニコボックス

次年度報告

雑誌の時間



＊4〜5月  例会卓話者予定＊

 4 月29日 祝日休会

 5 月６日 祝日休会

 5 月13日 社会福祉法人「むすび会」
 佐世保市福祉活動プラザ　
 　所長　宇野　京子 様

 5 月20日 佐世保市企画部長　
 　　　　中島　勝利 様

 5 月27日 元米山奨学生
 元佐世保RC国際奨学生　
 　　　　官 家 興（ｶﾝ ｼﾞｬｼﾝ）様

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月20日㈬　17:15〜　予定
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／4月26日㈰　9:30〜
会場／アルカスSASEBO

＊ 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。
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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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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　石田　謙二）
（カメラ担当　中川　知之）

松尾　文隆さん
　先の観桜例会時に円田会長より紹介があ
りましたように、3月28日、佐世保C.C2番
ホール(200y)に於きましてホールインワンを
達成しましたのでニコニコします。
　以来、妻からゴルフに行く時「トータルス
コアよりショートホールだけでも頑張って」
と、変な激励を受けて出かけるのがプレー
日の習慣になってしまいました。

黒木　政純さん、長富　正博さん
　出席100％表彰ありがとうございました。

玉野　哲雄さん
　誕生祝いをいただきました。ありがとう
ございます。

ニコニコボックス 本日合計 　25,000 円

 累　　計 890,000 円

◇


