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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、寒い気候の中、多数
の会員の皆様にご出席いただき
ありがとうございます。
　今回は、卓話のゲストとして
公益財団法人　佐世保観光コン
ベンション協会の常務理事兼事務局長　蓮田
尚様をお迎えいたしました。実は、蓮田様は、
今年度の役員交代式のハウステンボスホテル
ヨーロッパにおいて、ハープとピアノのデュ
オで演奏していただいた、ツインズハーモニ
ーの双子の姉妹、美和さんと美音さんのお父
様でもいらっしゃいます。ご自身もホルン奏
者という音楽家であり、市民管弦楽団で活躍
されています。
　私にとっては、蓮田様は30年以上前から親
しくお世話になっている間柄です。当時、私
が佐世保青年会議所メンバーとして、西海ア
メリカンフェスティバルに取り組んでいる時、
蓮田様は、佐世保市役所観光課におられ、一
緒に頑張っていただいた思い出があります。
その後、パールシーリゾートの次長として出
向されていた時には、若手の意見を聞く機会
ということで何度も招いていただき、会議に
同席させていただいておりました。その後、
佐世保市役所で部長職などを歴任された後、
昨年4月から佐世保観光コンベンション協会に
着任され、本当に素晴らしい方が佐世保にと
って大切な観光についての要職につかれたこ
とを、大変喜ばしく思っております。

　さて、一昨日1月16日に開催されました、佐
世保市内8ロータリークラブ会長幹事会につい
て、報告させていただきます。
　今回の第一のトピックは、2月23日に予定さ
れている「IM（インターシティミーティング）」
です。おかげさまで、21名の会員の方々に出
席でのご連絡をいただき、パネラーを務める
福田金吾幹事、安部雅隆副幹事をみんなで応
援できると嬉しく思っております。
　第二のトピックは、コロナ対応についてで
した。各クラブとも多少の温度差はあれども、
現在のところ、コロナ対策をしながら通常通
り開催されています。その上で、自身を守り、
他の方々にうつしてしまうリスクから守るた
め、各個人の慎重な判断を求められています。
その中で、私たち佐世保ロータリークラブで
は、「コロナ特例出席規定の免除申請」という
仕組みを運用しております。その内容につい
て、他クラブの皆さまから、共有してほしい
との要望を受けて、福田幹事が全クラブに資
料を共有いたしました。
　そして、インターアクトクラブについて、
佐世保北ロータリークラブさんが、ホストさ
れている「佐世保工専インターアクトクラブ」
が、活動再開に向けて動き出したとの情報共
有がありました。これまで、コロナの状況を
受けて、どのインターアクトクラブも休会状
態だったようですが、新たな動きが始まった
ということで情報を共有していただきました。
　それでは、本日も充実した例会になります
ように、皆様のご協力をお願いして会長挨拶
とさせていただきます。

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 43名・欠席 30名・（免除者欠席 13名）・ビジター 0 名・出席率 58.90 ％

《12月21日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 41名・欠席 33名・（免除者欠席 15名）・メークアップ 4 名・修正出席率 76.27 ％
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　公益財団法人
　佐世保観光コンベンション協会
　常務理事・事務局長	 蓮田　　尚	様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.台南ロータリークラブ
　年賀状が届きました。

2.公益財団法人ロータリー 米山記念奨学会
 理事長　若林　紀男 さん
　①2022-2023年度下期普通寄付金のお願い
　②★ハイライトよねやま274号★
　　2023年1月13日発行

3.ガバナー 上村　春甫 さん
　RLI日本支部2740地区代表ファシリテーター
 駒井　英基 さん
　地区RLI推進委員会
 委員長　吉岡　義治 さん
　2022〜2023年度	ロータリーリーダーシップ
　研究会（RLI）研修会受講のご案内
　1.パートⅠ 令和5年2月5日㈰	10時00分開始
　 	パートⅡ 令和5年3月5日㈰	10時00分開始
　 	パートⅢ 令和5年4月2日㈰	10時00分開始
　2.受講対象者：クラブ内のRLI部門の方
　　　　　　　 	RLIに関心をお持ちの方
　　　　　　　 	入会3年未満の方々
　3.研修方法：webによる研修会
　4.登録料（テキスト代）
　 	受講者1名につき＠1,000円（クラブ支出）

委員会報告
■親睦活動委員会 田村　和大
　皆さん、こんにちは。
　親睦活動委員会の東京海上
日動　田村です。
　来週1月25日㈬は
　11：00〜	亀山八幡宮にて
　　　　 長寿祈願祭
　12：30〜	レオプラザホテル佐世保にて
　　　　 通常例会
　18：30〜	ホテルフラッグス九十九島にて
　　　　 祝賀会
　を開催いたします。
　今年度は9名の皆さまが賀寿を迎えられま
す。是非、多くの会員のご参加をいただき、
賀寿者の皆さまの健康長寿をお祝いしたい
と存じますので、何卒ご出席をよろしくお
願いいたします。
　（なお、それぞれ会場が違ってまいります
ので、お間違えのないようにお願いいたし
ます。）

■職業・社会奉仕委員会委員長 坂根　　毅
　職業・社会奉仕委員長の坂
根毅です。卸団地の九州ワー
クのお隣にあるクギマチで、
ネット通販でスーツケースを
販売しております。卸団地で
は平日16時30分までB品も販売しておりま
す。
　さて、職業・社会奉仕委員会では、春休
み中の3月28日㈫、キッザニア福岡における
子供たち対象の職業体験学習ツアーを開催
します。
　セルフボックスにご案内と出欠確認用紙
を入れております。
　お子様、お孫様、そして、会員以外のご
家族の参加も可能です。ご参加をご検討く
ださい。
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■次年度幹事 大神　吉史
　本日ですが、第1回期前理事・
監事会開催のご案内です。
　日　時／令和5年1月18日㈬
　　　　　18：30より
　場　所／	佐世保ワシントン

ホテル（佐世保市潮見町12-7
　　　　　TEL：0956-32-8011）
　会　費／5,000円
　議　題
　1.	会長挨拶並びに次年度運営方針につい

て
　2.	前期理事会日程及び主要審議事項予定

表について
　3.	前期の地区およびクラブ行事 主要日程

について
　4.	クラブ年間主要行事日時・開催場所に

ついて
　5.	クラブ例会開催回数及び指定休会日に

ついて
　6.	役員交代式ならびに記念懇親会につい

て
　7.第2回期前理事会日程について
　8.その他
　皆様大変ご多忙の事と思いますが、お時
間の調整をいただきまして、次年度理事、
監事の方は、ご参加の程宜しくお願い申し
上げます。

慶 　 　 祝
出席・例会委員会　副委員長　廣瀬　章博

○永年会員表彰
　井上　斉爾	さん（39年）
　橘髙　克和	さん（36年）
　下田　弥吉	さん（33年）
　梅村　良輔	さん（32年）
　長島　　正	さん（30年）
　石井　正剛	さん（30年）
　円田　　昭	さん（30年）
　田中丸善弥	さん（30年）
　木村　公康	さん（25年）
　古賀　　巖	さん（25年）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　梅村尚一郎

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、中島　　顕 さん
永瀬　徳豊 さん、松本　祐明 さん
庭木　香充 さん、福田　金治 さん
安福　竜介 さん、中川　知之 さん
廣瀬　章博 さん、田中丸善保 さん
増本　一也 さん、芹野　隆英 さん
山口　健二 さん、船越　　温 さん
坂元　　崇 さん、大神　邦明 さん
内海　暢邦 さん、黒木　政純 さん
　佐世保観光コンベンション協会　事務局長　
蓮田　尚様の卓話に期待してニコニコしま
す。

古賀　　巖 さん
　本日の蓮田さんの卓話にニコニコします。
　市役所在職時代から大変お世話になりま
した。心から感謝しております。
　市役所在職時代は、市民部長も経験され
て多岐に渡り大変ご活躍なさいましたが、
何と言っても、観光行政に関われた実績は、
大変評価されているのは間違いないと思っ
ています。
　特にパールシー時代のご活躍、なかでも
九十九島実数調査など、沢山の実績を残し
ておられ、蓮田さんがいらっしゃらなけれ
ば、佐世保の観光行政も大きく変わってい
たと思います。
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　現在、観光コンベンション協会の事務局
長として、ご本人の思い入れも特に深い佐
世保の観光に再び携われることになり、ま
さに、親子2代にわたって佐世保市役所の観
光の申し子と言われてもおかしくないと私
は思っています。
　今後さらなるご活躍なさることを期待致
します。

長島　　正 さん、田中丸善弥 さん
円田　　昭 さん、梅村　良輔 さん
木村　公康 さん、古賀　　巖 さん
　永年会員表彰をいただき、ありがとうご
ざいます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 27,000円
	 累　　計	 600,000円

卓　　　　話
「佐世保観光～これまでとこれから」

公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会
　常務理事・事務局長　蓮田　　尚 様

　佐世保観光についてのこれ
までを振り返りつつ、「これ
からはどういう姿勢が求めら
れるか」佐世保ロータリーク
ラブの皆様にも関心を示して
いただくことができれば有難い。
　江戸時代には、現在の「平戸八景」を「平
戸領地方奇勝図」というタイトルで、観光
パンフレットのようなものを平戸藩の殿様
が作った。「お国自慢」は観光の原点かしれ
ない。
　明治時代には、佐世保鎮守府の第3代軍楽
隊長であった田中穂積が、九十九島や佐世
保湾の風景を世に広めたいと考えて「美し
き天然」を作曲したことが物語るように、
優れた風景地という認識は持たれていた。

　大正から昭和初期に検討がなされ策定さ
れた「産業立市方針」において、「観光」が
産業振興の一翼に掲げられた。
　昭和の前半から終戦前までは、要塞地帯
としての制約がある中、軍港を観光に活用
しようとする取組みが民間主導でなされた。
戦後の初代市長である中田正輔は、「平和産
業港湾都市」という理念を掲げ、貿易と漁
業と観光を中心に戦災復興を図ることとし、
昭和30年に指定がなされた西海国立公園の
実現に尽力した。
　昭和の後半は、最初の東京オリンピック
の開催年であった昭和39年に、日本人の海
外渡航が自由化されたことなど観光の形態
が変わる中、国立公園にはなったものの
九十九島は通過型の観光地にとどまり、じ
り貧状態が続いた。
　平成に入りハウステンボスと西海パール
シーリゾートが開業し、それぞれに経営面
での紆余曲折はあったものの、佐世保を訪
れる観光客は大幅に増加した。
　令和に入り、コロナ禍の中未曾有の状況
となり、コロナ前と比較して2年間はほぼ半
減、3年目となる令和4年に回復に転じたも
ののコロナ前の概ね4分の3にとどまってい
る。
　現在、令和3年3月に策定し令和3〜5年度
の3年間を計画期間とする「佐世保市観光ア
クションプラン」に基づき取組みを進めて
いる。今後、IRがどうなるかにもよるが、
佐世保観光は新たな時代を迎えている。
　令和6年度以降の観光のあり方は、令和5
年度中に検討する新たな観光振興計画で明
示する予定であるが、「持続可能性」をキー
ワードのひとつとしつつ、今持っているも
のの「素顔の魅力」について、継続した調
査による発掘、認識の深化と拡大といった
活動により、「一人でも多くの市民が誇りに
感じそれを多くの人に伝えていくこと」が
求められるのではないかと、個人的には考
えている。
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

（今週の担当：庭木　香充）
（カメラ担当：中島　　顕）

＊今後の例会予定＊	
 1月25日	 親子いこいの広場もくもく
	 代表　数山　有里	様
 2月 1日	 卓話者　調整中
 　　8日	 西海みずき信用組合　地域振興室
	 副室長　西信　好真	様
　　15日	 創立72周年記念日例会
　　22日	 卓話者　調整中

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	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。


