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本日の出席率８７.２３％：会員数４７名・出席３２名・欠席６名・出席規定免除会員９名・ビジター０名

前々回の修正出席率９３.０２％：出席３０名・メークアップ５名・出席規定免除会員５名

　先週の例会で奉仕プロジェクトの

岡田委員長が 「奉仕」 と言う言葉

についてお話されました。 ロータ

リーにおける 「奉仕」 は英語原文

の 「SERVICE」 を奉仕と解釈して

いるもののようですがニュアンスを

伝えきれているのか議論のあるとこ

ろです。 国際奉仕や社会奉仕は

解るのですがクラブ奉仕や職業奉仕は 「奉仕」 と言う解釈が意

味を解りにくくしているようにも思います。 皆さんは 「SERVICE」

と 「奉仕」 をどのようにお考えでしょうか？

　本日の卓話は、 私たちが長く学習する割に身につかない 「英

語」 を職業として事業を展開し地域発展に貢献されてい English 

Academy Cultivate 代表の中尾李沙様にお願いしています。 ２

０２０年には小学校３年生から必須科目になることも決まっている

英語学習についてお話を伺います。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更
　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　日時　１０月１６日 （火） １２：３０～　Ｈ.Ｔ.Ｂ. トロティネ

　　　　日時　１０月３０日 （火） １８：３０～新心花梨

２．来信
　　■国際ロータリー日本事務局

　　　　 ・１０月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝112 円

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2018 年地区名簿校正のお願い

■海上自衛隊佐世保総監部

　　　　 ・自衛隊記念日行事　開催のご案内

　　　■長崎県立佐世保特別支援学校

　　　　 ・ 文化祭 「秋の祭典」・ 小中学部運動会　開催のご案内

　　　■九州盲導犬協会より

　　　　 ・ 賛助会員募集の案内

　

クラブビジョン委員会　池永 隆司 副委員長
　例会への出席は、 ロータリークラブの会員の義務の一つに

なっています。 やむを得ない事情により欠席をした場合は、 そ

の例会の前後１４日以内に、 他のロータリークラブの例会やロー

タリークラブ定款に定められている、他の会合に出席すること （Ｅ

クラブの例会にアクセスすることも含む） によって、 欠席をメー

クアップすることができます。

　我がクラブは以前は、 ホームクラブに出席できなかった場合

は他のクラブの例会にメークアップして、 修正出席率１００％を

目指そうという雰囲気がありました。 しかし２０１４ -２０１５年度を

最後に月の修正出席率１００％がなくなり、 ２０１５-２０１６年度が

９８％台、 ２０１６ -２０１７年度が９６％台、 ２０１７ -２０１８年度が９

０％台、 そして２０１８ -２０１９年度が８回の修正出席率が８８％

台と下がり続けております。 強制ではありませんが、 ホームクラ

ブの例会の出席と共に修正出席率も高めて行く必要があると思

います。 そういう中、 仕事の都合で例会に足を運ぶ時間がな

い方は、ロータリーＥクラブでもメークアップ出来ます。ロータリー

Ｅクラブとは、 オンラインで例会を開くロータリークラブで、 ６年

間の試験期間を経て、 ２０１６年６月３０日より、 正式に国際ロー

タリーの加盟クラブになってます。

　日本のＥクラブは１１クラブあります。 メークアップの方法は、

クラブで少しづつ違い、 ログインアカウントを登録するクラブや、

３０分間を時間カウントするクラブもあります。 メークアップ手数

料は５００円～１０００円ですが、 支払い方法はほとんどクレジッ

ト決済です。 感想または設問の回答記入が必須で、 最低１００

文字～３００文字以上の記入が必要です。 メークアップが完了

したら、 記入したメールアドレスに証明書が送られてくるので、

事務局に提出すれば完了です。 私も今年の７月２４日に、 ワー

ルド大坂ロータリーＥクラブにメークアップしましたが、 手数料が

７５０円でした。 実際に色々な奉仕活動をされており、 また違っ

た活動を見ることができ、 参考になりました。 皆様も一度Ｅクラ

ブにメークアップされてはいかがですか。

３．依頼・伝達
　　　 ・ 環境省が発表した２０１８年のクールビズの期間は５月１日

　　　　から９月３０日までの５カ月間です。 ということで、 １０月より

　　　　通常の服装にてお願いします。
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ＳＡＡ： 宮﨑正典君

次回例会／１０月４日　１２:３０～

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
お彼岸も明け、 秋の気配がせまってきているような気がしま

すが、 今週末は強烈な台風２４号 TRAMI （チャーミー）

が接近上陸しそうです。 被害が起こらないことを切に願いし

ます。 さて、 本日は、 中尾李沙様によります、 卓話です。

　　楽しみにしておりますので、 よろしくお願いいたします。

岩政　孝君
八重野君！１０月１２日１９時より 「くっけん広場」 で開催される

「炎の十番街」 女性ギタリストともこさんと共演されるとの事。

ベンチャーズバンドを楽しく聞ける時間を楽しみにしていま

す。 入場料２０００円ドリンク付、 皆さんも多数きてください。

本田　実君
結婚祝いのお花、 ありがとうございました。 玄関先にお花が

ポツリと置いてありましたので、 気づきました。

宮﨑　祐輔君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 ロータリーから花

が届くので、 他は何もしなくて済み毎年助かっています。

八重野 一洋君
１０月１２日 （金） 「くっけん広場」 に女性プロギターリスト田中

智子氏がやってきます。 珍しいベンチャーズ奏者です。 前

売りチケット販売中です。 私は当日バックバンドを務めます。

ご来場お待ちしています。

片桐 康利君
結婚記念日のお花ありがとうございます。１２年目となりました。

これからも、 嫁を大事にしていきたいと思います。

本日の合計　　　　   8,000 円

本年度の累計　　　  293,000 円

　【自己紹介 ・ 事業紹介】

　私は佐世保市に生まれ高校卒業まで佐世保で育ちました。 大

学卒業後は一般企業に勤めましたが、 海外で生活してみたい、

英語を話したいという気持ちがあり、 退職してカナダに語学留学

し、 英語の指導法も学びました。 帰国後、 出版会社の英会話

指導部でレッスンや教室運営の実務経験を積み、 ２０１２年に当

教室をスタートしました。

　English Academy Cultivate では通常の英会話の指導に加え、

企業研修、 通訳・翻訳、 国内ホームステイ、 フィールド英会話、

オールイングリッシュの放課後教室を展開しています。この中で、

英語実践のためのプログラムである 「国内ホームステイ」 「フィー

ルド英会話」 「オールイングリッシュアフタースクール」 は一般的

English Academy Cultivate
　　代表　中尾 李沙 様 　

～私の英語事業の取り組み～

な英会話スクールにはあまりないプログラムです。 国内ホームス

テイでは、 佐世保市在住のアメリカ人宅に英語学習者がホーム

ステイをします。 日本にいながらアメリカに行ったような体験がで

きるとあり、 遠くは東京からも体験者が来ます。 フィールド英会

話は海きらら、 森きらら、 ３ ・ ４か町商店街で外国人コーチと一

緒にグループワークに取り組むプログラムです。 私が小学生や

中学生の学習進度に合わせて作ったクイズに答えていきます。

そしてオールイングリッシュアフタースクールは、 バイリンガルを

育成したいという気持ちを込めて作ったカリキュラムで、 生徒た

ちは学校や幼稚園が終わった後、 ４時間ずっと英語で過ごしま

す。

【佐世保市との関わり】

　このような独自の取り組みが口コミで市に伝わり、 地方創生プ

ロジェクト始まる前から佐世保市と一緒に英語で交わるまち佐世

保の実現のために協議を重ねてきました。 そして２０１６年キック

オフイベントを皮切りに英語での街づくりのための動きが本格化

し、 私は県立大学の教授や教育委員会の担当者と共に、 推進

メンバーということで関わらせていただいております。このプロジェ

クトは市民参画型で、 現在は有志約８０名が文化交流やスポー

ツ交流など、 グループに分かれてイベントを企画 ・ 実行していま

す。 今、 推進メンバーとしては、 このプロジェクトの認知度を上

げることと、 イベントだけでなく通年事業をスタートさせることを目

標に会議をしています。 このプロジェクトを通し、 街中で市民と

外国人が自然に交流するようになり、 佐世保といえば英語という

イメージが定着すると新しい魅力になるだろうと考えています。

【今後の注力したい独自プログラムと今後の展望】

　今後注力したいプログラムはフィールド英会話とオールイング

リッシュアフタースクールです。 どちらも、 長崎県ビジネスプラン

コンテスト最優秀賞を受賞していたり、 市の英語プロジェクトの展

望の中に取り入れられているのにプロモーションが上手くできて

いないのが現状です。 すでにどちらのプログラムもイベント的実

施や期間限定の受け入れをして、 効果を確認できているので、

今後はその魅力を伝えていき、 いずれは修学旅行の一環として

フィールド英会話を取り入れてもらえたり、 通年でのオールイン

グリッシュの生徒受け入れができればと考えています。

　最後にこれからの展望ですが、 スクールとしては英会話導入と

してのオールイングリッシュアフタースクール、 そして定着のため

の通常授業、 学習の成果を試す実践プログラムと、 生徒の段

階に応じたアプローチをしていき、 佐世保の国際化に寄与でき

たり、 世界に羽ばたく人材を育成していきたいです。 また、 自

分の経験を活かし、 佐世保で英語関連の仕事をしたいという人

の手助けをするなど英語を通して佐世保を盛り上げ、 子育て世

代や仕事目的での佐世保への移住につながればと思います。
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