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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。先週土曜日
は忘年家族会と言うことで名
誉会員はじめ会員、そして会
員ご家族の皆さまには万障お
繰り合わせいただき多数ご参
加有り難うございました。　親睦委員会の
大久保委員長、出席例会委員会の古賀委員
長はじめメンバーの皆さんには準備方本当
にお世話ご苦労様でした。司会の池田真秀
さんのスムーズな進行、そして合唱団の皆
さんにも楽しく、練習の成果を発揮して頂
き併せて御礼申しあげます。
　さて、この忘年家族会が終わりますと、
いよいよ年の瀬を感じます。上期の活動報
告書、そして下期の活動報告書を各委員長
さんから提出して頂くこととなります。ご
多忙とは思いますがどうぞ期日確認の上宜
しくお願いします。
　本日は今年最後の例会です。来週は祝日

「天皇誕生日」で、次週が指定休会日で 2 週
連続休会です。
　そして2015年が終わり、新たな2016年が
スタートします。新年第１回目例会は1月6
日㈬です。ご承知の通り創立65周年に向け
ての炉辺会合例会を時間・場所を変更し、
富士国際ホテルで午後6時30分からの例会を
企画しております。クラブ協議会は1月13日
㈬の予定です。

　15日㈫ 京都・清水寺で、「今年の漢字」が
発表されました。2015年は『安』で、安
保、安全ということだと思います。
　本年一年間、会員の皆様にはロータリー
の友情で私を支えて頂き、温かい言葉を掛
けてくださり、ご協力に深く御礼感謝申し
あげます。
　新しい年が皆様にとりまして栄えある年で
ありますよう祈念いたし、また引き続きのご
協力をお願いいたし、本年最後のご挨拶とさ
せて頂きます。有り難うございました。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者

　佐世保観光大使 内
うちかわ

川　優
ゆ い

依 様
（㈱十八銀行  佐世保支店勤務）

 諸
もろくに

國　麻
ま や

椰 様
（長崎県立大学３年生）

	 幹事　芹野　隆英
１．（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
　「 ハイライトよねやま189号 2015年12月14

日発行」のお知らせ
　　ホームページでご覧ください。
　　 http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

summary/pdf/highlight189_pdf.pdf

2．国際ロータリー第2740地区
	 ガバナー　太田　善久さん
	 副ガバナー　宮㟢　清彰さん
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　募金額は約38,000円でした。あと3回目が
12月20日㈰ 12:00よりありますので、募金
をしに来てください!!
　なお、明日のローターアクトのクリスマス
例会を、ホテルオークラJRハウステンボス
にて19:00より執り行いますので、1,000円
程度のプレゼントをお持ちの上ご参加くだ
さい。

松原　　健
　1年数カ月の短い間でした
が、思い出深いのは昨年の家族
忘年会で「あばれんぼう将軍」
を撮らせていただいたことで
す。皆さんが喜ばれている姿を拝見して、改
めて自分の仕事の意義を再認識しました。こ
れからもどうぞよろしくお願いいたします。

 出席・例会委員会　松原　　健
◯出席100％表彰
　増本　一也さん（22回）
　納所　佳民さん（8回）
　坂元　　崇さん（3回）
　山口　剛史さん（2回）
　松尾　　貴さん（2回）

 親睦活動委員会　田口　恵介
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　さん ご夫妻（3日）
　池田　　豊・秀子　さん ご夫妻（4日）
　圡井　弘志・郁子　さん ご夫妻（4日）
　松本　淳也・由喜子さん ご夫妻（5日）

　ロータリー国際大会参加のご案内（第2期）
　　期日／2016年5月29日㈰〜5月31日㈫
　　場所／ソウル（韓国）
　　 締め切り日は3月20日㈰、ガバナー事務

所にて団体一括登録いたします。

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．佐賀RC（提唱RC）
	 会長　大坪　恵介さん
　　IA年次大会実行委員長		音成日佐男さん
　 2015-16年度インターアクト年次大会「報

告書」が届いております。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
	 委員長　黒木　政純
炉辺会合例会のお知らせ
　1月6日㈬は、創立65周年記
念炉辺会合例会として、夜例
会になっています。18:30より
富士国際ホテルで開催します
ので、お間違いのないようにお願いします。

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　12月12日㈯ 12:00〜13:30ま
で、インターアクトクラブの
歳末助け合いの募金活動に、
田中丸会長、菅沼さん、山田
さんと行って参りました。生
徒15名、先生3名の参加でした。幸いそん
なに寒くなく比較的暖かかったです。
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　吉澤　俊介・陽子　さん ご夫妻（6日）
　中島　祥一・和子　さん ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん ご夫妻（9日）
　古賀　久貴・由樹　さん ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん ご夫妻（13日）

	 親睦活動委員会　石田　謙二
松本　由昭さん、黒木　政純さん
石田　謙二さん、中村　徳裕さん
　させぼ観光大使の卓話に期待してニコニ
コします。

森　　信正さん
　観光大使の審査を毎回していますが、今
年のお二人は抜群の得点成績でした。今後
の活躍を願ってエールを送ります。

遠田　公夫さん
　過日、京町交差点のある洋風喫茶店に初
めて入りました。入ってすぐ、喫煙席は2
階個室と書いてあったので2階へ。狭い個
室に入ると両隣はヤングギャル、場違いと
感じながら着席。しかし、待てど暮らせど
ウェートレスが来ない！隣のギャルが「おじ
ちゃん、コーヒーは自分で持ってこんばと
よ！」とアドバイス。2階にそれらしき所も
なく、ウロウロしてやっと1階に注文受付
を発見。通ぶって、中身を知らないカフェ
ラテを注文し再び個室へ。あれ？砂糖ミル
クがない。勇気を出して、隣のギャルに「砂
糖はどこ？」と聞いてやっと入手！フッと
見ると、今度はギャルたちの器はマグカッ

プ、俺は持ち帰り用カップ、砂糖が入れら
れない。仕方ないので小さな穴から砂糖を
入れカップを揺らして混ぜ混ぜ！不思議そ
うに見ていたギャル達に「喫茶店も昔と違
うとね」と言った途端、若作りの年齢がバ
レ、赤っ恥をかいてしまった昼下がりのひ
と時。しかし、見知らぬヤングギャルと値
段以上の楽しい時間を過ごせました。その
店の名前は大久保君のタリーズコーヒー！皆
さんも新しい喫茶店に入る時は、事前に注
文の仕方、コーヒーの名前を学んでくださ
いね。鶴瓶こと遠田公夫。

田中丸善弥会長
　インターアクトの歳末街頭募金、西海学園
IACメンバー15名が元気一杯親和銀行前で
行いました。寒空の中、坂本委員長の頑張
り・（強制？的な）声掛けはじめ、ご寄附して
くださったメンバーの方々ありがとうござ
いました。

米倉洋一郎さん、黒木　政純さん
古賀　　巖さん、大久保利博さん
　忘年家族会にたくさんの方の出席をいた
だき、大変ありがとうございました。また、
コーラスに参加していただいた方、つたな
い歌に温かい声援をしていただいた方にも
お礼を申しあげます。

増本　一也さん、納所　佳民さん
坂元　　崇さん、松尾　　貴さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

吉田　英樹さん、池田　　豊さん
圡井　弘志さん、松本　淳也さん
山縣　義道さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　20,000 円

 累　　計 523,000 円

◇
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『観光大使になって』

　佐世保観光大使
　　　　内川　優依	様
		（㈱十八銀行  佐世保支店勤務）

 『とにかく笑顔で明るく！』
これが私のモットーです。
　幼いころから体を動かすのが大好きな活
発な子どもでした。その反面、人前に出る
ことはとても苦手で、発表会などは友人の
後ろに隠れて先生を困らせていたそうで
す。小学校に入学してからはじめは水泳を
していましたが、縁があってバレーボール
と出会いました。それからは小中高とバレ
ーボールに没頭し、身体も心も鍛えられま
した。
　高校卒業後は、山口大学へ進学しまし
た。経済学部で社会福祉経済論を専攻し、
現代における少子高齢化や女性労働問題な
どの勉強をしました。また、初めて佐世保
を離れ、育った環境や地域が異なる人との
出会いはとても新鮮なものでした。その中
でも、在学中二度参加した、韓国の学生と
の国際交流イベントでの出会いはとても大
きなものでした。やはり言語という壁はと
ても高く感じましたが、試行錯誤しながら
意思疎通をはかり、観光地を案内してもら
ったり、一緒に食事をしたりしながら交流
を深めました。初めて国籍の異なる友人が
できたことは、私自身の大きな財産となっ
ています。
　現在は、十八銀行佐世保支店に勤務して
います。多くのお客様との出会いがあり、
多くの方との会話を通じて、日々勉強の毎
日です。
　そして、観光大使となった今、一生でき
ないような経験をたくさんさせていただい
ています。
　佐世保の街は温かく、佐世保の人はもっ
と温かい！そんな自慢の地元佐世保が大好
きです。こんな素敵な街である佐世保を一

人でも多くの人に知ってもらえるように、
佐世保の魅力を一人でも多くの人に感じて
もらえるように、多くの人へ発信していき
たいと思っています。観光大使の活動を始
めて約4ヵ月が経ち、さまざまな活動に参加
させていただきました。これからもっとも
っと活動の幅を広げていきたいです。
　観光大使として活動できることに感謝
し、観光大使になる機会を与えてもらった
ことに感謝し、たくさんの出会いに感謝
し、笑顔で全力で佐世保をPRしていきたい
です。まだまだ未熟ではありますが、これ
からの多くの出会いや経験を大切にし、観
光大使の名に恥じないように精一杯努めて
いきたいと思っています。

----------------------------------------
『現代の若者とツーリズム』

　佐世保観光大使
　　　　諸國　麻椰	様
         （長崎県立大学３年生）

　先週、東京国際フォーラムで開催された
「国際ミーティングエキスポ」に私がさせぼ
観光大使として参加しました。
　このエキスポは、日本政府観光局が主催
し、国内外の関係者にむけて会議開催施設
や観光資源の情報発信、商談が行われまし
た。このエキスポは日本で唯一のMICE総合
見本市で、MICEとは Meeting Incentive 
Convention Exhibit/Event の頭文字をとっ
たもので、多くの集客交流が見込まれるビ
ジネスイベントなどの総称です。長崎市で
MICE会場を作るべきかどうか物議を醸して
いるあの「MICE」施設です。私もMICEが
こんなに全国ネットで作られているとは知
りませんでした。長崎市はMICEを作ること
によって企業等の行う研修旅行、国際会議
や見本市を誘致することができ、これが実
際に成功すれば、多くの関係者が訪れ、お
金が落ち、長崎県への経済効果が見込めま
す。このイベントでは全国の観光大使が集
まり、特に京都市からは現役の舞妓さんが
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＊1月  例会卓話者予定＊

１月13日 クラブ協議会

１月20日 長崎国際大学RAC
 2010-2011年度会長
  松永　夕加 様

１月27日 佐世保RC
 2005-2006年度 会長
  山縣　義道さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／1月20日㈬　17:00〜 
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／1月14日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／1月28日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

来ていて、びっくりしました。福島からは
「ミスピーチ」が訪れており、コスチューム
もピーチをイメージしており、あんな悲惨
な事故が起こったところから来た方とは思
えないほど、明るい方で、桃が特産品だと
いうことは知りませんでした。どの市町村
もその地方の特色をアピールしていまし
た。私たちが住んでいる長崎県も、観光業
がメイン産業の一つで、去年は長崎県下で
8ヵ所が世界遺産に登録され、今後観光客数
増加が見込めます。それに伴い、県下にあ
るいろいろな観光施設も来客数が増えると
思います。ちょっと残念なのが、佐世保市
付近は世界遺産登録されたものがなく、来
客数を増やすアイデアがほしいです。佐世
保市の五島教会群と黒島の教会が世界遺産
候補になっているので、来年登録されれ
ば、佐世保の観光業も潤うでしょう。
　話は変わり、現代の若者はあまり物を買
わないという傾向にあります。例を挙げる
と、若者で自家用車を持っている人が少な
く、若者曰く「月曜日から金曜日は仕事で
乗る時間がなく、維持費が高く必要なとき
はレンタカーを借りる」ということです。
しかし、趣味や自分の好きな分野に対して
はお金を使います。例を挙げると、インタ
ーネットのコンピュータゲームが好きな人
は、ゲーム専用のすごいパソコンを買いま
す。また、若者は昔と比べお酒もあまり飲
まなくなり、代わりに友達とコミュニケー
ションを取るため、よく外食に行くように
なりました。また、若者の最大の興味は
SNS(ソーシャルネットワークサービス)で
す 。 代 表 的 な も の と し て F a c e b o o k 、
YouTube、LINE等があげられます。ほとん
どの人は必ず1日1回以上Facebookを見てお
り、影響力は絶大です。Facebookの20代後
半のCEOは、株式上場にともない1日にし
て資産総額30兆円の大金持ちになりまし
た。考えられないお金です。
　私たち観光大使もFacebookを通し、全世
界に情報を発信しています。自分は歌って
踊れる観光大使を目指し、観光地を背景に

踊っている動画をYouTubeを通し世界に発
信しています。海外からのコメントもあ
り、反響を頂いております。

以上

（今週の担当：田口　恵介）
（カメラ担当：大神　吉史）

　ミス佐世保→サンメールさせぼ→させぼ観光大使
と2011年に名称変更。

　させぼ観光大使は、長崎県佐世保市のPR活動を
行うのが主な目的です。2年間の任期で、観光大使
としては、2015年度で三期目です。
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クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

開会の挨拶
田中丸善弥会長

名誉会員挨拶・乾杯
西部方面混成団長兼

相浦駐屯地司令
杉本嘉章 様

司会
池田真秀さん

手に手つないで

閉会の挨拶
増本一也

会長エレクト

佐世保RC男声合唱団

長浜サンタクロースと筒井トナカイ

と　き：2015年12月12日㈯
ところ：佐世保玉屋文化ホール
と　き：2015年12月12日㈯
ところ：佐世保玉屋文化ホール


