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	 会長　田中丸善弥
　皆さん、今日は。去年はじっ
くりと空にたなびく鯉幟を楽し
むゆとりもありませんでした。
今年は五月晴れの季節を楽しむ
ことが出来るようになりました。
　先週は職業奉仕委員会企画の
職場訪問に行って参りました。今、話題のハウ
ステンボス「変なホテル」をはじめ、バックヤ
ードや技術センターなど日頃目にすることの少
ない場所を、松尾 貴会員のお世話で有意義な見
学をさせて頂きました。沢山の会員の皆様、ご
参加有り難うございました。
　その他、8RC会長・幹事会が5月17日㈫に開催
され、東RC 金澤  一 会長より、来る6月11日㈯・
12日㈰のローターアクト年次大会への登録要請が
ありました。
　いよいよ、2016〜2017年度の地区も佐世保
RCも次年度が動き出します。本日は期前理事会
に引き続き、大委員会が開催されます。私も残
り1ヵ月半余りとゴールが視野に入って参りまし
たが、最後まで気を引き締めて努力いたします
ので、皆様のご協力をお願い致しまして挨拶と
させて頂きます。

　皆さんへご報告です。先程、岡 英樹会員よ
り、ご母堂様のご逝去、忌明法要を無事に済ませ
られたとのことで、友愛基金にとご芳志を頂戴し
ました。深謝致しお預かりさせて頂きました。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　佐世保市役所　港湾部長 神㟢　良平 様

◯ビジター
　ハウステンボス佐世保RC 川㟢　伸一さん

 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局	クラブ･地区支援室
『ソウル国際大会ご出発前にウェビナーにご
参加ください ! !』

　 　日本時間5月13日㈮ 午前9時30分より、
2016年ソウル国際大会のウェビナー(オンライ
ンセミナー)が開催されます。

　http://attendee.gotowebinar.com/
　　　　register/5820309154901456130

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「ハイライトよねやま194号」が届いております。

■職業奉仕委員会	 委員長　平尾　幸一
職場訪問の報告
　5月11日㈬、晴天の中、ハウス
テンボス･技術センター㈱様の職
場を、26名で訪問致しました。
まず、「変なホテル」を訪問し、
フロント係、ポーター係、宿泊
室内のロボットを見せていただきました。「変
な」というのは、イノベーションという意味だそ
うです。客室は144室あり、ホテル内は次世代
冷暖房システムである輻射冷暖房システムで快
適な環境に保たれており、余剰電力を水素電池
へ変換し夜間電力として使用する実証実験も行
われておりました。
　次に、HTBの地下に全長3.2kmに張り巡らさ
れた地下共同溝の一部を見学致しました。直径5
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〜6メートルのトンネルの中に、上･中･下水道、
冷暖房、電力が整然とまとめられて、HTBの全
施設へ供給され、回収されていました。共同溝
は、地面を掘り返すこともなく、メンテナンス
が効率的に行われる構造となっており、設計者
の先見の明に感服致しました。コジェネレーシ
ョンシステムでは、発電に利用した後の余剰熱
を利用してお湯や冷水を作り、HTBへ供給して
いました。また、下水も回収･処理して、中水と
して花の水遣りなどに再利用しておりました。
　最後に、九電工とHTB技術センターが共同で
行っている風力と太陽光を用いた発電、蓄電施
設を見学し、九電工の山口剛史所長から説明を
受けました。インドネシアでの普及を狙った事
業ということでありました。
　以上、14時過ぎから16時まで、盛りだくさん
の見学内容で、HTB技術センターの松尾 貴取締
役とフタッフの皆さん、そして九電工の山口所
長には大変お世話になりました。

■ローターアクト委員会	 髙瀨　宏滋
長崎国際大学RAC報告
　先週5月12日㈭に長崎国際大学
RACの例会がホテルオークラJR
ハウステンボスで行われました。
今回は、青少年奉仕委員長の坂
本 敏委員長、次年度青少年奉仕
委員長の古賀 巖さん、次年度RAC委員長の大神
吉史さんと私の4名で参加してまいりました。
坂本委員長からラスクの差し入れと、古賀さん
からはポップコーンの差し入れを頂きました。
　メインテーマは『疲労について』という事で
会計担当の原さんの話を聞き、参加者にアンケ
ートを実施し、現在の疲労度のチェックを行い
ました。疲労には肉体的疲労、精神的疲労、神
経的疲労の3つの疲労があり、自己診断疲労度
チェックの結果は、坂本委員長、大神さんはそ
れぞれ低い得点で疲労はあまり無いようでした
が、古賀　巖さんは高得点をあげられ、かなり
の疲労とストレスが溜まっている様子で、疲労
度チェック結果で日頃よりストレスを溜めない
ようにした生活をしていただく必要があるとの
ことでした。疲労回復には、休養･睡眠･姿勢･運
動･食事が大切です。
　今回の例会は見学者が6名と和やかな中で例
会が開催されたと思います。私の息子も見学さ
せていただきましてありがとうございました。
　次回5月26日 137回例会は、長崎国際大学内 
大学食堂で行います。時間は19:00スタートで登
録料は1,500円です。メインテーマは坂本委員長

の卓話です。ご多忙のことと思いますが、お時
間のあられる方はメークアップにもなります。
RACの後援のためにも宜しくお願い致します。

ロータリー情報・文献記録委員会	 井手　孝邦
「ロータリーソングについて」
　ロータリーに歌を取り入れたの
は、ハリー・ラッグルスで、ポー
ル・ハリスの紹介でシカゴ・ロータ
リークラブに5番目に入会したこ
とにより、第5ロータリアンとし
て知られた人らしいです。ロータリー創立2年
目に発生した奉仕派と親睦派との論争によりク
ラブが崩壊寸前となった時、ハリー・ラッグルス
が歌を歌おうではないかと提案したのが始まり
とされています。
　ポール・ハリスはその著「This Rotarian Age」 
の中で、歌うことの効用を次のように挙げてい
ます。
　①友愛の宣揚となること。
　②気分の放出となること。
　③音楽への関心を促すこと。
　④ 歌の選択が会合の目的に合致すれば、よく

会員の話題を用意させることが出来る。
　また、別のロータリアンも、一緒に歌うこと
は、親睦を形成するポイントの一つに挙げてい
ます。
　日本で最初のロータリークラブは、1920（大正
9）年創立の東京ロータリークラブですが、初めの
ころは「ロータリーソング」として英語のまま
歌っていたそうです。やがて、日本語によるロ
ータリーソングを求める声が高まり今日に至って
おります。
　わがクラブで歌われる日本語のロータリーソ
ングは、
　①「奉仕の理想」「我らの生業」：
　 　共に1935（昭和10）年3月入選、5月の京都の

地区大会で発表されたもの。この2つはロー
タリーソングの代表的なもので、リズムも多
少スローテンポで厳粛さがにじみ、身の引き
締まる感があります。

　②「手に手つないで」
　 　1952（昭和27）年1月入選、大阪の地区大会

で発表されたもの。ロータリーの拡大と親睦
を内容として歌われ、クラブの結束と世界の
平和に向かって努力しようとリズミカルな、
歌いやすい歌です。わがクラブでは家族忘年
会等、親睦会の最後に歌われます。
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　③「それでこそロータリー」
　 　1953（昭和28）年に作詞作曲されたもの。
　④「四つのテスト」
　 　詩は英語の詩を訳したもの、作曲は相模原

南RC会員。
以上

	 出席委員会　星　　　裕
◯永年会員表彰　
　松本　英介さん（41年）
　福田　金治さん（39年）
　大神　邦明さん（31年）

◯出席100％表彰
　米倉洋一郎さん（27回）、有薗　良太さん（14回）
　平尾　幸一さん（9回）、中川　知之さん（5回）
　圡井　弘志さん（5回）、坂本　　敏さん（5回）

親睦活動委員会　池田　真秀
ハウステンボス佐世保RC	 川㟢　伸一さん
　久しぶりにメークアップをさせて頂きます。宜
しくお願い致します。

古賀　　巖さん、松本　由昭さん
大久保利博さん、山口　剛史さん
　元ガバナー補佐のハウステンボス佐世保ロータ
リークラブの川㟢さん、ようこそいらっしゃい
ました。

星　　　裕さん、大神　邦明さん
　佐世保市役所 神㟢部長の卓話に期待して。

中村　徳裕さん
　本日の卓話の講師、神㟢良平 佐世保市港湾部

長のお話に期待してニコニコします。神㟢氏
は、佐世保南高の同級生で、まとめ役、リーダ
ーとしても活躍されています。佐世保市にイン
バウンドのお客様を大型客船で招き入れ、経済
活性化を実現してくれています。さらなる活躍
に期待しています。

増本　一也さん（次期会長）
松尾　文隆さん（次期幹事）
大久保利博さん（次期副幹事）
　今晩は、次年度最初の公式行事「大委員会」
です。役員、理事、そして正副委員長の皆さ
ん、どうぞよろしくお願いします。

松本　英介さん、福田　金治さん
大神　邦明さん、米倉洋一郎さん
有薗　良太さん、平尾　幸一さん
圡井　弘志さん、坂本　　敏さん
　永年会員ならびに出席100%表彰ありがとうご
ざいます。

田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
　ニコニコへの更なるご協力をお願いいたします。

『佐世保港について』

　佐世保市港湾部長
　　　神㟢　良平	様

【佐世保港の概要について】
　佐世保港は港湾法で指定された重要港湾であ
り、昭和27年8月に佐世保市が港湾管理者とな
りました。
　佐世保港は、大きく3つの港区（佐世保港区、
九十九島港区、相浦港区）に分けられます。港
湾区域の広さは全国26位、臨港地区は全国42位
です。佐世保港区の前畑地区と隣接する干尽地
区が佐世保港における物流の中心施設です。
　佐世保港区の三浦地区は、上五島などの離島
や西海市などの近海航路の発着地となってお
り、佐世保の海の玄関口です。
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ニコニコボックス 本日合計 　21,000 円

 累　　計 866,000 円

◇

慶　　　祝

卓　　話ニコニコボックス



（4）

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：上野　好章）
（カメラ担当：岡村　一郎）

　また、佐世保港区には米海軍への提供水域（制
限水域：約８割）、九十九島港区には西海国立公
園があります。特に、島が208ある九十九島
は、平戸や五島列島とともに西海国立公園に指
定されており、ギザギザと連なったリアス式海
岸と多くの島々が織りなす美しい景観を楽しむ
ことができます。同時に、美しい景観を楽しめ
る遊覧船やシーカヤックなどの体験もできる大
変人気のあるエリアになっております。相浦港
区は、砂、砂利などを取り扱う施設や相浦市営
桟橋からは、高島、黒島などへの旅客船が発着
しています。

【佐世保港の歴史について】
　佐世保市は港とともに発展してきた都市で
す。1882年（明治22年）に海軍鎮守府設置と軍港
として開港しました。佐世保港はヤツデの葉の
ような形をしていることから、葉港（ようこう）
とも呼ばれていますが、入り口が狭く、奥に広
がった天然の良港ということ、また、四方を高
い山で囲まれていることから軍港としてうって
つけだったということです。
　諸説ありますが、この葉港（ようこう）がサセ
ボの名前の由来とも言われています。

　軍港都市としての基盤整備が進められるに伴
い、佐世保の人口が急激に増加していきまし
た。当時は一寒村に過ぎなかった佐世保村でし
たが、鎮守府設置により佐世保の人口が急増し
ました。明治18年は人口約4千人、明治33年の
市制施行時には5万人にまで膨れ上がり、第2次
大戦時には25万人を数えるまでに成長しました。
　しかし昭和20年に終戦を迎え、日本海軍の軍
港としての役割を終え、商港として歩み始める
ことになり、人口も半減しました。ところが朝
鮮戦争の時期は、港湾施設の大半を米軍に接収
され、佐世保港に国連軍の司令部が設置され、
再び軍港としての色を強めることとなりました。

【佐世保港の事業について】
　佐世保港に寄港した国際クルーズ客船は、平
成27年は36隻、乗客は3月末時点で約4万4千人

（主に中国人）、乗員は、約1万9千人となってお
ります。

＊6月  例会卓話者予定＊ 

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

６月８日 佐世保市保健所長 濱㟢　直孝 様

６月15日 未定

６月22日 クラブ協議会

６月29日 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

６月例会未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月26日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／ボウリング例会　5月28日㈯　17:30〜
会場／西肥シルバーボウル（早岐1丁目13-11）

＊ 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。

　また、帆船、海王丸等の練習船が10隻寄港し
ており、卒業生には将来船員として佐世保港へ
の寄港をしていただけるものと思っております。
　平成27年4月に全体供用が開始された佐世保
港国際ターミナルの愛称は、「葉港テラス」と言
い、他港よりアクセスの利便性が高いことが一
番の利点です。

　最後に、近年クルーズ客船は大型化の傾向に
あることから、平成31年4月から10万トン以上
の客船が入港できるよう、三浦岸壁の100メー
トル延伸に取り組んでおりますので、佐世保ロ
ータリークラブの皆さま方におかれましても更
なるご協力をお願いいたします。

以上


