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≪ゲスト卓話≫
JICA 小川工務店 江口秀満氏
「民間連携ボランティア活動に参加して（ﾌｨｼﾞｰ）」

小さなボランティアや奉仕活動に興味を持ち参加し
ていたが、もっと厳しい環境で苦しんでいる国が多く
あることに何か出来ないかと考えていた。
そんなある日、JICA ボランティア OB である小川代表
より JICA の民間連携ボランティア制度の話しを聞き、
現職参加で給与補償もされる制度であれば家族を養
いながらボランティアに参加でき、
海外での適応力や
コミュニケーション能力など多くの経験を積めるチ
ャンスと確信し、思い切って活動参加を決意。
南国フィジーにて EPS という生物による水の自然浄
化法を取り入れ、２年間で５８の村に浄化施設を設置
完了。活動は紆余曲折を繰り返したが、少しでもフィ
ジアンが美味しい水を飲めるようにすることが出来
たことに感謝します。

この活動を通じて、異文化を体験したことで日本の凄
さを外から改めて見ることができ、
同時に常識や考え
方の違いを柔軟に受け止めるようになり、コミュニケ
ーションは言葉だけではないということも実感した。
そして、何でも豊富にある日本と違い、途上国フィジ
ーでフィジアンの心や笑顔、価値観に触れたことで、
日本人が薄れてきた「足るを知る者は富む」を体感し、
物が無くても家族や友人との繋がりが心を満たし幸
せ で あ る こ と を 経 験 で き た 。

これら違う世界に足を踏み入れたことでまた違う知
識や価値観、
多くの新しい仲間達との出会いやネット
ワークの構築などの様々なことを得たと感じていま
す。
もっと多くの人達にこの素晴らしい経験を味わって
ほしいと心から願います。

本日の例会「ゲスト卓話・全国 B 型肝炎訴訟九州原告団 世話人 佐々木義明氏」

次回例会「会員卓話・田中幹人会員」

《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1. 例会変更
佐世保西ＲＣ
10 月 10 日（火）休会
（定款第 8 条第 1 節により）
10 月 24 日（火）12：30～
海上自衛隊佐世保資料館（職場訪問例会のため）
10 月 31 日（火）12：30～→18：30～
セントラルホテル佐世保（夜の例会のため）
佐世保中央ＲＣ
10 月 12 日（水）18：30～
セントラルホテル佐世保→
九十九島ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ ﾌﾗｯｸﾞｽ
「エレガンス」
※ 創立 27 周年記念式典のため

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
巷では政界再編の話で持切りでありますが、会員の皆
様方はいかがお過ごしでしょうか。本日、第 1499 回
例会より１０月を迎え、RI では「経済と地域社会の
発展月間」、また日本独自の「米山月間」となります。
当クラブでは来月の第２例会にフィリピンの米山奨
学生 オノムラ・アナ・ガルドセさんをお迎えして、
卓話をして頂く予定となっています。
さて、本日は皆様に「マイロータリーアカウント登録
のお願い」をさせて頂きます。既に、駒井ガバナー公
式訪問例会時、また地区ＩＴ公共イメージ委員会より
話があっておりますが、
地区内での各クラブの目標が
会員数の 25%となっております。現時点、当クラブの
登録率は 16%と地区内でも優秀な方ですが、今月第４
例会へ地区ＩＴ公共イメージ委員会より卓話に来ら
れますし、公門委員長の顔もあります関係上 50%超を
目指したく、
何卒皆様方のご協力をよろしくお願い致
します。
最後になりますが、本日の例会プログラムは小川工務
店 江口秀満様に『JICA』を絡めた民間ボランティア
活動のお話をして頂きます。どうぞよろしくお願い致
します。

2.来信
・（公財）ロータリー米山記念奨学会
①10 月米山月間資料のご案内
②米山月間資料一部訂正のお願い
※2016 年度事業報告書：61 頁
米山記念奨学委員長：米山委員 2640 地区
奨学生・学友担当
正：溝西 薫 御坊南ＲＣ
誤：溝西 薫 御坊東ＲＣ
※専門委員会委員につきまして、1 名の追加
2016 年度事業報告書：60 頁 専門委員会委員
追加：財務委員会
委員：本田正寛（2700 福岡ＲＣ）
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 10 月号
・国際ロータリー日本事務局
10 月 ロータリーレート 1 ドル＝112 円
・ガバナー事務所
① 一般財団法人比国育英会バギオ基金
第 39 回 バギオ訪問交流の旅募集要項
②ガバナー月信 10 月号
・ガバナーエレクト事務所
2018～2019 年度 地区委員選出のお願い
1．公共イメージ委員会委員
2.インターアクト委員会委員
・直前ガバナー事務所
2016～2017 年度 ガバナー月信総集編
・佐世保西ＲＣ
第 4 回佐世保市内ＲＣ会長・幹事会議事録
・海上自衛隊佐世保地方総監部
自衛隊記念日記念式典及び祝賀式のご案内
記念式典：10 月 27 日（金） 16：10～17：40

海上自衛隊 平瀬武道場
祝賀式 18：00～19：30 海上自衛隊 平瀬体育館
3.伝達事項
①10/7（土）13：00 より東彼杵町総合会館にてン
ターアクト前期指導者研修会及びインターアク
ト委員会が開催されます。
➁10/8（日）職場訪問（大島造船所）を行います。
ご参加の方は宜しくお願い致します。
➂第 2 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸへ
入れております。
➃10/9（月）は祝日休会（体育の日）となっており
ますのでお間違いのないようお願いします。
➄10/16（月）次回例会はゲスト卓話 全国 B 型肝
炎訴訟九州原告団 世話人 佐々木義明氏です。
《今月の結婚祝》
S.22.10.01 船津 学・かがり 夫妻
S.62.10.12 田中幹人・理恵 夫妻
H.20.10.13 三谷秀和・幸子 夫妻
H.20.10.20 松田信哉・優子 夫妻
H. 3.10.20 鐘ヶ江和重・美佐子夫妻
S.58.10.26 宮﨑有恒・繁美
夫妻
《今月の誕生祝》
S.22.10.8 藤井良介君 Ｓ.40.10.13 中川信次君
S.29.10.24 宮原明夫君 S.42.10.22 松田信哉君
S.50.10.25 渡会祐二君
《来訪ロータリアン》
佐世保ＲＣ
芹野隆英君

佐世保東ＲＣ

緒方大輔君

《委員会報告》
職業奉仕委員会 宮原明夫委員長
１０月８日（日）の職場訪問（大島造船所）にご
参加の皆様よろしくお願いいたします。バスの乗車
場所がまだの方はお知らせお願いいたします。
佐世保水泳協会 村瀬高広君
佐世保水泳協会が今年で７０周年を迎えます。
１０月１５日（日）１７時３０分～
九十九島ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄﾌﾗｯｸﾞｽにて創立７０周
年祝賀会を開催いたしますので、よろしくお願いい
たします。
《ニコニコボックス》
松尾重巳 親睦活動委員
佐世保ＲＣ 芹野隆英君
メーキャップに来ました。私も血液型はＡＢ型です
（笑）。よろしくお願いします。
佐世保東ＲＣ 緒方大輔君
本日は父の代わりとしてメーキャップさせて頂きま
す。宜しくお願いいたします。又、私共のミスにより
佐世保水泳協会７０周年祝賀会のご案内が遅くなり
大変申し訳ありません。
今後とも宜しくお願いいたし
ます。
峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事
ＪＩＣＡ 小川工務店 江口秀満様のご来訪を心よ
り歓迎いたします。本日の卓話、楽しみに拝聴させて
いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
永田武義君
中島閏二さん、久し振りですね。元気になられたうえ
に、スマートな身体に変身され、びっくりしました。
２０歳代のモテモテの頃を思い出します。これからロ
ータリー活動、夜の歓談を楽しみましょう。
本日の卓話者 江口秀満さん、ＪＩＣＡの活動の卓話
を楽しみに拝聴いたします。
藤井良介君
本日の卓話、
小川工務店の江口様ご来訪ありがとうご
ざいます。謹んで卓話を拝聴したいと思います。
誕生祝い、ありがとうございます。１０月８日で７０
歳になります。
森 豊君
オレンジ通信１５６号です、読んで下さい。
１０月１５日（日）ＮＢＣテレビで夜９時から始まる
「陸王」というドラマは、このハリマヤ足袋店で書き
ました金栗と黒坊さんの出来事がテーマになってい
ます。オレンジ通信を読んで見ると、また、楽しいド
ラマになるのかと思います。

牧野博一プログラム委員長
江口様、本日は大変ありがとうございます。卓話の方、
楽しみにしています。宜しくお願いいたします。
小川 寛君
本日は、当社社員、江口秀満がお世話になります。今
から２８年前、私が青年海外協力隊としてケニアから
帰国し、こちらで卓話をさせて頂きました事を思い出
します。ケニアでの勤務中、宮﨑有恒さんに慰問に来
て頂きありがとうございました。（実際は、私が、大
変お世話しました。ジャンボ）
渡会祐二君
永田会員には土曜日に烏帽子邸にて、家族と共々大変
お世話になりました。ありがとうございました。
日曜日に長崎にて、西九州小中学校書道大会の表彰式
があり、松田信哉会員のお嬢様が長崎新聞社賞を受賞
されました。おめでとうございます。また、私の息子
も長崎新聞文化ホール賞をいただきました。ニコニコ
します。
三谷秀和君
９月３０日に米山奨学生のタンケンオン君が無事に
中国に帰国しました。博士号の取得も無事にでき、大
変本人も喜んでいました。日本と中国の架け橋になれ
るよう頑張るとの事でした。皆様によろしく伝えて欲
しいとの事でした。ニコニコします。
松田信哉君
本日は、結婚記念日と誕生日のダブルのお祝い、あり
がとうございます。ダブルでニコニコします。渡会幹
事ありがとうございます。私の娘も修平君に負けじと
頑張っておりますのでご指導の程、
よろしくお願いい
たします。
中川信次君
本日は、誕生日のお祝いをいただき、誠にありがとう
ございます。
入会して早３ヶ月を経過しようとしてい
ます。引き続きよろしくお願いいたします。
福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 宮﨑有恒君
中島閏二君 中野雄一郎君 宮原明夫君 二ノ宮健君
松永祐司君 近藤竜一君 松尾重巳君 公門新治君
船津 学君
今日は「ＪＩＣＡボランティア」に参加してというお
題目で小川工務店の建築部次長江口秀満様よろしく
お願いいたします。おもしろい話が伺えそうで楽しみ
にしております。

国際ロータリー第 2740 地区より
佐賀南 RC シチメンソウ育成事業
有明海の東与賀海岸における塩生植物シチメンソ
ウは、１１月には干潟海岸を真っ赤に染める紅葉で、
今でこそ郷土の秋の風物詩となっています。
しかし、昭和５０年代には、相次ぐ海岸護岸工事や
河川からの漂着物によって、その数を減じ、国際自然
保護連合(IUCN)より絶滅危惧種に指定されておりま
した。
地元でもその価値が忘れ去られていましたが、
植物
学に造詣が深くていらした昭和天皇陛下が、東与賀に
僅かに残っていたシチメンソウを含む塩生植物のご
視察にお見えになってから保護活動を行なうことと
なりました。しかし、小さな自治体の活動だけでは、
到底 佐賀県民の認知するところとはならず、一般的
には有明海の珍しい植物程度しか知られておりませ
んでした。
そこで、保護するためには地域住民を巻き込んでの
海岸清掃活動を行ないつつその認知度を高めようと
佐賀南 RC が音頭をとり、河川からの漂着物を取り除
く活動を春と秋の年２回続けて参りました。結果とし
地元メディアがその活動を瀬局的に取り上げてくれ
て、その価値が地元民の知るところとなりました。
今では１１月の第一週に開催されているシチメンソ
ウ祭りへと繋がっています。
佐賀南 RC の 10 周年記念行事として、春、夏、秋と
その姿を全く変えていくシチメンソウの生態と特徴
を専門家の監修を頂いて約 20 分間のビデオを作成し、
宮内庁、佐賀県，佐賀市、市内の小中学校に寄贈いた
し、同時に東与賀の干潟公園内の休憩所にはビデオ再
生装置とともに寄贈いたしました。
近年は、紅葉する秋ばかりでなく、四季によって変
化するシチメンソウを見に訪れる参観者が殊の外増
えてまいりました。さらに来県された天皇陛下、皇太
子殿下にもご視察を賜り、それらの報道がなされたこ
とによって、さらに全国的に認知度が増しました。
海岸清掃自体は地道な活動ですが参加者も増え、近
年は早朝であるにも関わらず、毎回 200 名を下らない
一般市民の方の参加を頂きつつ、地元の皆さんに、郷
土に素晴らしい自然遺産があることを認知していた
だけたことが、現在横幅 3ｋｍ以上におよぶ大群生を
再生することになり、大いに地元起こしに繋がったこ
とと認識しております。地元の埋もれた貴重な自然、
そして文化遺産などの再発見になり地域起こしにな
り、ロータリー活動としては地域のお役に立てたので、
公共イメージ向上に繋がったと考えております。
尚、干潟の環境が良くなったので、植物だけでなく、
野鳥の飛来も目立って増え、昨年ラムサール条約湿地
に認定されました。
本日の合計

IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

松永祐司

船津 学

42,000 円
松田亜由美

累計 456,000 円
（記事担当

公門新治 ）

