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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
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Club of Sasebo

更にはインバウンド需要の拡大にも取り組
もうという動きもあるようです。一昔前ま
では、佐世保の観光資源といえば九十九島
や西海橋、近年ではハウステンボスや海き
ららなどでしたが、遂にアニメが観光資源
として注目されるようになりました。時代
は常に変化をしていることが分かります。
　聖地といえば、JR御殿場線に「長泉なめ
り」という駅があります。そこの観光案内板
に「米山梅吉記念館」の表示があり、「日本
のロータリーの創始者を紹介する記念館･全
国からロータリークラブの会員が訪れ、日本
のロータリーの聖地」との記載があります。
　世界的には、シカゴの「オールドユニティ
ビル711号室」がロータリーの聖地となって
います。ポール･ハリスが数人の仲間とロー
タリークラブの設立を話し合った場所です。
その後、このビル自体は解体されました
が、現在はこの711号室がRI本部内に復元さ
れ、永久保存することになっています。
　2005年6月、100周年記念RI国際大会がシ
カゴで開催された折、当時の安福会長がこ
のユニティビル跡地を訪問され、そこに埋
め込んである金属板に「Service above self」

“超我の奉仕”という文字が刻んであるのを
見て「これが今私達が目指しているロータ
リー運動の原点であると実感した」と活動
報告書に記されております。
　時代は加速度的に進んでゆきますが、そ
の変化には対応しつつも常に原点は忘れな
い事が本当の進化につながるのではないで
しょうか。

	 会長　富永　雅弘

　先日の長崎新聞に「訪れて
みたい日本のアニメ聖地88」
に佐世保市が選ばれたという
記事がありました。このアニ
メとは「艦隊コレクション」
というもので、海軍の軍艦を美少女キャラ
クターに擬人化した人気のアニメだそうで
す。おそらく海軍つながりで佐世保が選ば
れたのだと思います。今後、池田副幹事が
代表をされている「佐世保地方創生プロジ
ェクトチーム」が主体となって、「聖地スポ
ット」としての協議を進め、市の活性化を
目指す事になるとのことです。
　アニメといえば「坂道のアポロン」とい
うアニメも佐世保が舞台となっています。
これは佐世保出身の作家が描いたもので、
佐世保へ転校してきた高校生がジャズの魅
力にはまってゆくという高校生活を描いた
ものです。この作中に佐世保北高や三浦町
の教会など佐世保の風景が描かれていて、
実際の風景を見に現地を訪れるというのが
アニメファンの中で行われており、それら
の場所が「アニメの聖地」と言われ、「聖地
巡礼」がファンの証となっているようで
す。先日このアニメの実写版が佐世保をロ
ケ地に撮影されました。アニメ人気の影響
力の表れだと思います。
　今後、このアニメ人気にあやかって、全
国的な広域観光ルートの整備や商品開発、
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	 親睦活動委員会　福田　金吾
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、德川　晃尚さん
廣瀬　章博さん、吉澤　俊介さん
　English Academy Cultivate代表 中尾李沙
さんの卓話に期待してニコニコします。

北松浦RC　湊　浩二郎さん
　初めてメークアップにお伺いさせて頂き
ました。今後とも宜しくお願いします。

加納洋二郎さん、山下　尚登さん
　同級生の北松浦RC 湊　浩二郎さんのご
来訪を歓迎します。

川添　秀則さん
　朗遊会で、入会後初めて優勝しました。
ありがとうございました。

遠田　公夫さん、米倉洋一郎さん
　朗遊会にて入賞しましたので、ニコニコ
します。

玉野　哲雄さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
　English Academy Cultivate
　　　　　　　　　 代表　中尾　李

り さ

沙 様
○ビジター
　北松浦RC 湊　浩二郎さん

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局		経理室
　2017年9月のロータリーレートは、
　1ドル＝109円です。（参考：8月＝111円）

２．地区ローターアクト委員長
	 	松尾　慶一さん
　　地区ローターアクト代表
	 峯　　将洋さん
　　（ホストクラブ）長崎北RAC
　　アクトの日実行委員長	山田晋太朗さん
　 地区行事「アクトの日」登山清掃活動の

ご案内
　　日時／2017年9月10日㈰
　　　8:30〜9:00 受付（ゆりの温泉駐車場）
　　　9:00〜 開会式（同上）
　　　9:20〜貸切バスにて登山口へ移動
　　　10:00〜12:00 登山及び清掃活動（岩屋山）
　　　13:30〜昼食（ゆりの温泉）
　　　14:30〜15:00 閉会式
　　場所／集合および入浴･昼食会場
　　　　　「ゆりの温泉」（西彼杵郡長与町）
　　登録料／RC 3,000円　RAC 2,000円

３．佐世保南ロータリークラブ
　 2017〜2018年度「クラブ現況と活動計画

書･報告書」が届いております。

 親睦活動委員会　安部　雅隆
○結婚記念月のお祝い
　玉野　哲雄・貞子さん ご夫妻（13日）

ニコニコボックス

慶　　　祝

例 会 記 録

幹 事 報 告

ニコニコボックス 本日合計 　15,000 円

 累　　計 284,000 円

◇
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	 ソングリーダー　黒木　政純

「青
あおばじょうこいうた

葉城恋唄」合唱
　　　　　作詞：星間　船一
　　　　　作曲：さとう宗幸

「青葉城恋唄」は、仙台城（青葉城）
の城下町を基礎に発展した宮城県
仙台市の風景を用いた、星間船一による失恋の叙情
詩で、さとう宗幸によってイ長調の曲が付けられ歌
謡曲となった。仙台市、宮城県はもちろん、東北地
方を代表するご当地ソングとみなされており、歌詞
にある仙台の雅称「杜の都」を広めた。

『佐世保の街を英語で活性化』

　English Academy Cultivate
  　　代表　中尾　李沙	様

　佐世保ロータリ―クラブの皆様、はじめま
し て 。 佐 世 保 駅 の 前 に あ る 英 会 話 教 室 
English Academy Cultivateの中尾と申しま
す。大学や語学留学で佐世保を出たことは
あるものの、佐世保で生まれ育った根っか
らの佐世保っ子です。この度はこのような
機会をいただき、誠にありがとうございま
す。
　私は、５年半前に英会話教室 Eng l i s h 
Academy Cultivateを設立し、子どもたちを
中心に３歳から74歳までの生徒たちと楽し
く英語を学んでいます。
　２年程前から、佐世保市の英語プロジェ
クトに携わっており、官民連携の英語を使
った街づくりに微力ながら協力できればと
お手伝いさせて頂いております。本日は、
佐世保市の英語に対する街づくりや私の仕
事の内容についてお話させていただきます。

【佐世保市の動き】
　『英語が話せるまち 佐世保』は地方創生
８つのリーディングプロジェクトの１つとな
っております。２年前から関わってきまし
たが、今年度に入り、担当部署が決まり、

予算が付くなどして、動きが活発になって
きました。具体的には今年３月、新年度を
前に「英語で交わるまちSASEBO」推進フ
ォーラムを開催しました。そのフォーラム
をきっかけに、有志を募り、全体（約80名）
会議を２回開きました。そして現在は日米
合同の料理教室や日帰りツアーなどグルー
プ別に会議をしております。今年度中に学
校の先生、市役所職員、私たちのような英
語関連事業者、そして有志の市民の方によ
る共同組織を設立し、佐世保で様々な英語
イベントや学習の機会を提供できる環境づ
くりを目指しております。

【当スクールの取り組み】
　English Academy Cultivateは、平成24年
に設立した英会話教室です。国際感覚に優
れた人材の育成を目標に、英会話指導･企業
研修だけでなく、外国人と触れ合うことの
できるようなプログラム（フィールド英会
話・国内ホームステイ）の提供も行っており
ます。
　今後の展望としては、幼児･児童を対象に
オールイングリッシュでの預かりプログラム
を始めるよう計画しており、この夏休みを
利用して試験的に２週間、40時間のサマー
スクールを実施致しました。現在全国の小
学校で５･６年生を対象に英語活動が入って
いますが、時間にして年間約26時間です。
サマースクールに来た生徒たちは小学校で
の英語活動の１年半分の英語シャワーを浴
びたということになります。

【おわりに】
　米軍基地が所在する佐世保市は、英語で
街づくりをするのに全国でも有利な土地柄
です。必要があれば私の持つプログラムや
情報を提供し、佐世保が英語の街として認
知されるようになり、延いては、英語ビジ
ネスのための移住、英語教育のための子育
て世代の移住につながればと考えておりま
す。
 以上

卓　　話

歌の時間
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：西田　勝彦）
（カメラ担当：德川　晃尚）

＊9月  例会卓話者予定＊

９月13日　長崎国際大学RAC
 会長 瀧口　　瞭さん

９月20日　佐世保市消防団
 団長 杉田　正登 様

９月27日　会員卓話  長浜　陽介さん
 （東京海上日動火災保険㈱  佐世保支社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月19日㈫　17:00〜 〔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／9月14日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／9月28日㈭　19:00（食事開始）〜
　　　地区代表公式訪問例会
会場／長崎国際大学 食堂

〜 皆様のご出席をお願い致します。〜

＊ 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。

英語が話せるまち佐世保

◆プロジェクトパッケージ

「英語で交わるまちＳＡＳＥＢＯ」プロジェクト

教職員の研修・教育研究 国際理解教育推進事業

教育センター事業 学社融合推進事業国際理解・交流能力育成事業

地域未来塾 英語シャワー事業

導入 応用
活用
発展

活性化

手段２に対応
市民の外国文化や外国人に対する親近感と英語に対する関心や学習意欲を喚起

手段３に対応
市民のライフスタイルやステージ、学習意欲に応じた発展性のある英語学習環境の構築

手段４に対応
新たな事業・産業の創発、雇用の創出による地域活性化

手段１に対応
子どもたちの異文化理解や英語教育・学習環境の充実を図り、グローバル人材育成の基盤を形成

英語シャワー事業

英語が話せるまち佐世保

英語で交わるまち プロジェクト

学習の場
知識・技術の応用・活用

実践の場

多分野・異領域への発展

英
語
が
話
せ
る
ま
ち

英語（外国文化）をシャワーのように
浴びることができるまち

学校
塾

サークル

基地
交流イベント
風土・文化

英語で交わるまちSASEBOプロジェクト

英語シャワー事業展開イメージ

活性化

応用・活用・発展
２

１

導入
＜事例＞
韓流ドラマが好きだから韓国語を学ぶ
アニメを見て日本語を身に付ける

生
涯
学
習
振
興

＜事例＞
将来は海外で働きたい→留学制度、

基地内大学
もっと交流したい→ボランティア、

国内ホームステイ

・英語や外国文化に
　気軽に触れられる
・英語や外国文化に
　親しみを感じる
・英語や外国文化を
　知りたいと感じる

・学びを通してつながる
・学びが地域社会に広がる
　　（社会貢献など）

・英語や外国文化を
　効率的に学べる
・英語や外国文化を
　学び続けられる
・自らの意思で学びを
　深められる

英語シャワー事業展開


