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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。春とはいえ
まだ肌寒い日が続きます。熊
本県益

まし き

城町で14日午後9時26
分、最大震度7を観測した地
震は、その後拡大し熊本･大
分両県に被害が及んでいます。引き続く被
害を受けられた方々の不安やご心労は計り
知れないものがあります。災害復旧に可能
な応援をすみやかに行い、また更なる巨大
地震の前兆でない事も祈るばかりです。
　そのような中ではありますが、同日RAC
の4月例会が仁田原会長新体制のもと、スタ
ート致しました。会員の皆さんも是非RAC
例会に出席応援して頂ければとお願いしま
す。そして17日には8RC親睦ゴルフ大会も
予定通り実施されました。大変頑張って頂
きご苦労様でした。（詳しくは朗遊会より）
　以上で会長挨拶と致します。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　佐世保観光コンベンション協会
　SASEBOクルーズバス「海風」

	 アテンダー　小
おざさ

笹　千
ちひろ

尋	様

	 幹事　芹野　隆英
１．ガバナーエレクト	 㟢永　　剛さん
　　地区研修･協議会実行委員長
	 小野原卓嗣さん
　　地区研修･協議会ホストクラブ会長
	 内田　　一さん（長崎北RC）
　地区研修･協議会について
　	基調講演は、野口パストガバナーにより
2016年度	規定審議会報告
　　1．手続き要覧を持参
　　2．	約1時間の報告をいたしますが、内

容を知りたい方、およびクラブは
USBをお持ちください。

２．2015-2016ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　2016-2017ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　2016-2017国際青少年交換委員長
	 藤山　英周さん
　	2017-2018年度国際青少年交換学生（派遣）
の募集について
　	◦	募集締切日を5月10日、選考会を5月15
日に予定

　	◦	応募資格：佐賀･長崎県内居住者	 2017
年出発時15歳以上18歳6か月未満の学生

　※詳細はクラブ事務局へお尋ねください。

３．2015-2016ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　熊本地震義捐金のお願い
　一人当たり1,000円を目途に4月28日まで
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会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告



４．地区クラブ奉仕統括委員会
	 	委員長　髙木　義和さん
　　地区会員増強委員会
	 	委員長　貞方　正一さん
　新入会員研修会ご参加のお願い【再送】
　日時／2016年5月8日㈰　13:00〜16:00
　会場／東彼杵町総合会館	研修室
　出席対象者／入会3年未満	新入会員
　締め切り／2016年4月26日㈫

５．地区ローターアクトクラブ
	 委員長　緒方　重利さん
　　地区ローターアクト代表	 立石　健悟さん
　　ホストクラブ佐世保東RAC会長
	 久保幸太郎さん
　　実行委員長	 北村　俊子さん
　	第34回RA年次大会における提唱ロータリーク
ラブ負担金振り込みの要請が届いております。
　　負担金金額	50,000円

青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　4月14日㈭、ローターアクト
委員会例会に、田中丸会長、山
口委員長、松本さんと行って参
りました。新会長	仁田原さん
は欠席。牟田真衣奈幹事、小田
香純副幹事で会は進行されました。会員14
名、休2名、欠席6名、出席6名でした。内容は
「国際大学ローターアクトクラブのこれから」
と、とても白熱した例会になりました。ほと
んどのメンバーが3年生で、会員増強を早く
しないといけないと話題にあがりました。
　昨日のインターアクトの例会日が変更になっ
ておりました。次回より早めにお知らせして
もらうようお願いしました。

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会報告
【団体優勝】佐世保ロータリー
　ネット上位5名　361.8
　松尾　慶一（1位）、圡井　弘志（6位）
　芹野　隆英（8位）、円田　浩司（10位）
　米倉洋一郎（16位）
　	優勝賞金３万円は、朗遊会会計に入れて
活動費として活用させていただきます。

【個人入賞者】
　ネット優勝　松尾　慶一
　10位　円田　浩司
　25位　玉野　哲雄（佐世保中央RC会長賞）
　30位　大久保利博
　32位　松本　由昭（佐世保北RC会長賞）
　45位　円田　　昭
　50位　古賀　久貴

【ベストグロス59歳以下】
　優勝　大久保利博、３位　坂本　　敏

【ベストグロス60歳代】
　優勝　松尾　慶一

【ベストグロス70歳以上】
　３位　池田　　豊

【ニアピン】
　古賀　　巖、円田　　昭、松尾　慶一

【第４回朗遊会　結果】
　優勝　松尾　慶一、２位　円田　浩司
　３位　坂本　　敏

第５回 朗遊会のご案内
　日程／2016年5月28日㈯
　場所／佐世保カントリー倶楽部
　　　　石盛岳コース　TEL(0956)49-5654
　時間／一組目12:58スタート
　　　　IN･OUT各4組を押さえております。
　※	スループレイですので、事前にお食事をお
済ませください。

　参加費／	2,000円（※年会費未納の方は、各
自ご確認お願い致します）。

　	準備の都合上、5月18日㈬	圡井まで出欠の
ご返信をお願い致します。
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朗遊会より

委員会報告

長崎国際大学RAC　4月 第134回例会

会長代行 牟田 真衣奈 幹事による進行 小田  香純 副幹事



	 出席委員会　古賀　久貴
◯永年会員表彰
　田中丸善保さん（47回）

◯出席100％表彰
　黒木　政純さん（14回）
　長富　正博さん（11回）
　石田　謙二さん（1回）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
川口　博樹さん、中村　徳裕さん
黒木　政純さん、
公益財団法人	佐世保観光コンベンション協会副理事長	
遠田　公夫さん
　公益財団法人	佐世保観光コンベンション協
会、SASEBOクルーズバス「海風」アテンダー
小笹千尋さんの卓話「海風アテンダーから見
た佐世保」に期待して。

松尾　慶一さん
　4月17日㈰の8RC＆朗遊会コンペにおきまし
て、あってはならないW優勝をしてしまいまし
た。どちらもWペリアという難関を見事にクリ
アできましたのは、同伴競技者の増本会長エレ
クト、松尾文隆次期幹事、円田浩司次期副会長
の錚々たるメンバーにかこまれ、和気あいあい
にプレー出来たのと、適度のアルコールのおか
げでした。素晴らしい佐世保カントリー倶楽部
に感謝しながらニコニコします。

坂本　　敏さん、円田　浩司さん
　朗遊会にて入賞いたしました。

玉野　哲雄さん
　8ロータリークラブ対抗ゴルフコンペにおい
て、中央RC賞をいただきました。

朗遊会幹事
米倉洋一郎さん、圡井　弘志さん
　4月17日㈰の8RCゴルフコンペにおいて、
佐世保RCが団体優勝しました。参加された会
員の方々のガンバリに感謝いたします。
　ちなみに上位5名は松尾慶一・円田浩司・
芹野隆英、それと圡井と米倉です。

大久保利博さん
　8ロータリークラブ対抗ゴルフコンペにおい
て、戦力外なんですけど、グロス1位をいた
だきました。

田中丸善弥会長
　8ロータリークラブ団体優勝おめでとうござ
います。

田中丸善保さん、黒木　政純さん
長富　正博さん、石田　謙二さん
　永年会員並びに出席100％表彰、ありがとう
ございました。

「海風アテンダーから見た佐世保」

　SASEBOクルーズバス「海風」

　　アテンダー  小
おざさ

笹　千
ちひろ

尋	様

　皆さま、こんにちは。昨年こ
の佐世保に新たに誕生した豪華
な定期観光バス「SASEBOクルーズバス海風」
でアテンダーをしております小笹千尋と申し
ます。
　私は長崎市で生まれ育ち、長崎県営バスに
ガイドとして６年間勤務しておりました。話
し下手な私がバスガイドを選んだ理由は、高
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ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　25,000 円

	 累　　計	 788,000 円

◇

慶　　　祝

卓　　話
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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

（今週の担当：圡井　弘志）
（カメラ担当：大神　吉史）

校の修学旅行のとき、若いバスガイドさんが
土地の歴史等を真面目に一生懸命ご案内され
ていて、また多くのことを暗記されていたこ
とに感銘を受けたからです。
　バスガイドの仕事は覚える量や勉強するこ
とが多く、また春秋の観光シーズンには早朝
出勤があり、睡眠時間もなかなか取れません
でした。九州だけでなく広島までご案内する
こともあり、暗記が追い付かず泣きたくなる
こともあり、その時の情景は今でも夢に出て
くるほどです。
　結婚を機に退職し、出産後から佐世保に住
み始めて５年目になります。２人目の子供を
出産してしばらくした頃、佐世保観光コンベ
ンション協会がオリジナル観光バスのガイド
オーディションを開催することを知り、ガイド
に未練があったのか、迷わず応募しました。
　合格通知をいただいて１カ月と経たない昨
年4月18日に、豪華クルーザーをイメージし
た世界に一台しかない「SASEBOクルーズバス
海風」が誕生しました。
　バスのアテンダーには、生粋の佐世保っ子
や佐世保観光マイスターゴールド取得者、佐
世保が好き過ぎて関東から移住した者等がお
り、個性年代がさまざまの６名が海軍をイメ
ージした制服に身を包んでご案内いたしてお
ります。
　これまで多くの地元のお客様にご乗車いた
だきました。佐世保で生まれ育ったけれどこ
こで初めて聞くことも多く勉強になった、県
外の友人や親せきに佐世保を案内してまわる
のにちょうど良いバス、などとおっしゃって
いただいております。
　防空壕をご案内した時は、昔そのお客様が
掘った場所だとお聞きしびっくりしました。
今は話のネタにしております。佐世保に詳し
いお客様にはこちらがいろいろ情報を教わり
ながら１時間を過ごしたことがあります。
　アテンダーになる前は、佐世保で行く所と
いえば、ハウステンボスやパールシーリゾー
トといった観光施設くらいでしたが、この仕
事を通じて佐世保をどんどん知るようにな

り、今まで以上に輝いてみえるようになりま
した。四季を楽しみ、行事に参加し、九十九
島の美しさに感動し、より一層佐世保が好き
になったのです。
　「SASEBOクルーズバス海風」は佐世保の
港の風景、海軍の歴史、九十九島の美しい自
然を含む佐世保の魅力を短時間で感じとって
いただくのに最適な乗り物だと思っておりま
す。県外からお越しの方はもちろんですが、
佐世保の方にも幾度となくご乗車いただきた
いバスです。本日お越しのみなさまには海風
をご家族ご友人に宣伝していただき、佐世保
観光発展につなげていただければ幸いです。
　本日はご清聴、ありがとうございました。

＊5〜6月  例会卓話者予定＊

５月４日	 祝日休会日

５月11日	 ハウステンボス・技術センター㈱
	 	 取締役　鶴田　修一	様

５月18日	 佐世保市港湾部
	 	 部長　神崎　良平	様

５月25日	 調整中

６月１日	 サントリー酒類株式会社
	 	九州支社長崎支店長　下永田浩二	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月17日㈫　15:45〜	
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28日㈭　19:00（食事）〜
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。


