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本日の出席率８２.９２％：会員数４８名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員（９）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率９２.８５％：出席３４名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席３名

　先々週の会長挨拶の中で、 若

いメンバーでボランティア活動を活

発に行っている方々がいると紹介

しました。 よく考えると鶴田会員は

じめ多くの方々が参加されている

民生委員とか町内会長役員なども

地域の為に役立つボランティアで

す。 意外と役の任期は長くご苦労

されていると思います。

　昨日、 全国版ニュースでも報道されました瀬戸越町アパートで

の痛ましい事故に対し皆様はどう感じられましたでしょうか。 命

の尊さを考えたとき、 誰か死を思い止まらせる助言を出来なかっ

たのかと思いました。 私たちは今幸せな事に仕事がありロータ

リー活動はじめ沢山の友人がいます。 相談できる人がいると言う

事は普通の事と感じますが、 人生でもっとも必要な事なのかもし

れません。
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１．例会変更・休会　
　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　　日時　６月１９日 （火） １８：３０～

　　　　　場所　ホテルヨーロッパ吉翠亭　　

　　　　　　　　　　　　※新旧交代夜例会のため

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・ ６月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝１１０円

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・２７４０地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　小城ロータリークラブが小城公園を清掃 （小城 RC）

　　■ガバナーエレクト事務所
　　　　 ・ 米山奨学生研修旅行のお知らせ

　　　　　　日時　７月７日 （土） ～８日 （日）

　　■佐世保南ロータリークラブ
　　　　 ・ 福田金治ガバナー激励会のご案内

　　　　　　日時 ： ７月６日 （金） １８：３０～

　　　　　　場所 ： 九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス

　　　　　　会費： ６,０００円　　中央クラブより出席 23 人以上厳守

　　

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 佐世保市博物館島瀬美術センターの安田恭子館長の

　　　　　卓話となっております。 「どうやって日本一の美術館に

　　　　　なったか」 などお話し頂きます。

　　　　 ・ 来週は、 第９回クラブフォーラムです。 クラブビジョンの

　　　　　皆様、 どうぞよろしくお願い致します。

佐世保北ロータリークラブ 小西 研一様
佐世保北ロータリークラブの小西です。 ２回目のメークアップ

になります。 先日の佐世保ー島原ウォークラリーでは、 岡光

正会員、 吉野 英樹会員、 馬渡 圭一会員に大変お世話に

なりました。 ありがとうございました。 本日はよろしくお願いい

たします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保北ロータリークラブ　小西 研一様、

ご来訪誠にありがとうございます。

佐世保市博物館島瀬美術センターの安田恭子館長に 「どう

やって日本一の美術館になったか」 などお話し頂きます。

色々な企画を頑張っていらっしゃいます。

佐世保北ロータリークラブ　  

　　小西　研一様
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本日の合計　　　　     18,000 円

本年度の累計　　　  1,059,018 円

山瀧 正久君
三番目の子どもも家庭を持つことが出来ました。 岩政 孝会

長をはじめ皆様にはお世話になりました。 これからもよろしく

お願いします。

牛島 義亮君
先日、 奄美ダイビングツアーから無事帰って来ました。 内容

などについては、 ４日の打ち上げに参加頂ければ、 きっちり

報告させていただきます。 そして、 今日は安田館長の卓話

を楽しみにしております。 よろしくお願いします。

四元 清安君
奄美大島ダイビングクラブの参加の皆様、 大変ご迷惑をお

かけしました。 みんな酒のせいです。

八重野 一洋君
皆さんこんにちは。 Yahoo ニュースなどでご存知の方もいらっ

しゃると思いますが、 ここ２週間程の間でトヨタ車やダイハツ

車を主とする電子キー （スマートキー） の不具合が報告され

ました。 当社も同様の不具合で２カ所の現場へ急行しました

が到着した際にはドアロックは開錠できエンジンもスムーズに

始動できていました。 どうやら佐世保湾内に停泊する船舶、

艦船などからの異常電波が原因か？など報道されています

が、 未だ解明されていないようです。 スズキ自販長崎の担当

者によると新聞記者の取材もあり 「国交省も動き出した」 との

情報もあるようです。 解ったことはただ１つ！車両側に不具合

はないという事です。 ボタン操作が悪かったのかな？と奥様

から操作方法を疑われていた牛島さん、 解明されて一安心

でしたね！ニコニコします。

馬渡 圭一君
佐世保北 RC の小西 研一様、 ご来訪ありがとうございます。

これからも色々とお世話になりますので、ニコニコいたします。

ＳＡＡ：平岩義明君　次回例会／６月７日１２：３０～

１、 紹介

■佐世保市博物館島瀬美術センター （通称 ： しまび）

   長崎県佐世保市島瀬町 6－22 

■開館 1983 年 4 月 1 日■休館日 毎週火曜日、 年末年始 

■目的 美術、 考古、 民俗などに関する資料の収集、 保存、  

   展示及び調査、 研究を行い、 併せて美術品の展示をする場

   の提供を行なう。 （総合博物館） 

■開館時間 10 ～ 18 時 （入館 17 時 30 分まで） 

■職員 6 名 （平成 30 年 4 月 1 日現在）

２、 現在

　佐世保市の 「あふれる魅力を創出で

きるまち」 を基本目標に文化芸術に親

しめる環境づくりをめざして、 しまびの

魅力アップと入場者数アップを目指し

ている。

３、 活動実績

①利用率アップ 展示室の空きを作らない！ 143.8％ （H26 比） 

②開館日数アップ 主催 ・ 共催事業は休館日なし！ 

  　102.9％ （H23 比）

③展覧会数アップ➡自主企画展数日本一 

（H27°月刊 『アートコレクターズ』 国公立美術館 119 館調査より）

　　1,166.6％ （H23 比） 　

④入館者数アップ いつ来ても何かやってる！ 142.7％ （H24 比）

４、 魅力アップのために まずは敷居を低く！ 

オープニングセレモニー、 ミュージアム・コンサート、 トークショー

＆サイン会、 トークセッション、 ギャラリートーク、 料理教室、 館

内装飾、 博物館実習、 ワークショップ、 他施設とのコラボ展 

５、 魅力アップのために次はクオリティを上げていく！ 

■特別企画展 

フランス近代絵画と珠玉のラリック展

　　　～やすらぎの美を求めて～ 

ミレー、 クールベ、 ルノワール、 ドガ、 ロートレッ

ク、 モディリアーニ、 藤田嗣治、 ラリックなどフラ

ンス近代絵画とルネ ・ ラリックのガラス作品を紹

介する展覧会。 

■会期 

平成 30 年 10 月 20 日 （土） ～ 12 月 2 日 （日） 

■イベント ミュージアム ・ コンサート、 料理教室

など各種イベントを開催。 

　　  佐世保市博物館
        島瀬美術センター
　　　　　館長 安田 恭子 様

■ゲスト卓話■

　　【どうやって日本一の美術博物館になったか】
　　　　～しまびのこれまでとこれから～
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