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　明治 22（1889）年 7 月 1 日、日本の最も西を守
る佐世保鎮守府が開庁しました。ことしはそれか
らちょうど 130 年という節目の年に当たります。
この佐世保鎮守府と九十九島には深い関係があり
ます。
　夕景が有名な船越展望所から九十九島を眺めた
とき、潜水艦のような姿が印象的なオジカ瀬が見
えます。この島に行ったことのある人はあまりい
ないと思いますが、島の岩礁にコンクリート製の
円柱が立っています。何とも不思議な構造物です
が、実は佐世保鎮守府を守るために造られた旧陸
軍佐世保要塞の施設で「規

きせいひようちゆう
正標柱」と呼ばれるもの

です。防衛大学校図書館に所蔵されている史料に
よると、明治 34 年に最初に造られ、44 年の改築
を経て現在の姿になっていることが分かりました。
この規正標柱とは、敵艦との距離を測る測

そくえんき
遠機を

砲台に設置する際に正しく据えられているか確認
するための施設です。同じ施設はオジカ瀬のさら
に外側の浮瀬にもあり、俵ヶ浦の丸

まるでやまほうるい
出山堡塁と日

野町の牽
けんぎゆうざきほうるい

牛崎堡塁の測遠機の据え付けに用いられ
ました。両堡塁に装備された 28 センチ榴

りゆうだんほう
弾砲は

九十九島全体を射程に収めており、敵艦がどこを
通っても射撃できるようになっていました。つま
り、九十九島全体が一つの巨大兵器として機能す
るように各施設が配置されていたのです。そのた
め要塞地帯法という法律で九十九島や沿岸の開発、
写真撮影はおろか漁業活動まで厳しく制限され、
手付かずのまま残されることになりました。私た
ちが楽しんでいる九十九島の美しい姿は佐世保鎮守
府と佐世保要塞によって守られたと言えるのです。

問観光課　☎ 24-1111

　本市では大型クルーズ船出港時に、乗客・乗員の皆
さんに「また佐世保に来てほしい」との思いでジャズ演
奏やダンスパフォーマンス、和太鼓演奏など佐世保な
らではのお見送りイベントを実施しています。ペンラ
イトなどの貸し出しも行っていますので、どうぞご参
加ください。

問クルーズ船寄港関係  みなと振興・管理課  ☎ 22-6127
問お見送りイベントなど  観光課  ☎ 24-1111

◦総人口 246,903 人（前月比 -1,639 人）
　男性 116,816 人（-919 人）女性 130,087 人（-720 人）
◦世帯数 105,034 世帯（前月比 -190 世帯）
◦ 3 月中の動き
　転入 2,108 人、転出 3,607 人　出生 136 人、死亡 276 人

人の動き（4月 1 日 現在）

YouTube
版

九十九島と歴史遺産
佐世保港クルーズ船寄港情報（5 月分）

佐世保市文化財課　川内野　篤 さん

10シリーズ 世界で最も美しい湾、九十九島

船名
（トン数）

入港
日時

出港
日時

船客定員
（人）

1 コスタ・ネオロマンチカ
（56,769）

2 日㊍
8:00

2 日㊍
17:00 1,800

2 チャイニーズ・タイシャン 
（24,427）

4 日㊏
9:00

4 日㊏
20:00 927

3 チャイニーズ・タイシャン 
（24,427）

9 日㊍
9:00

9 日㊍
20:00 927

4 MSC スプレンディダ
（137,936）

12 日㊐
8:00

12 日㊐
18:00 3,929

5 チャイニーズ・タイシャン 
（24,427）

13 日㊊
9:00

13 日㊊
20:00 927

6 ぱしふぃっくびいなす
（26,594）

14 日㊋
8:00

14 日㊋
18:00 620

7 コスタ・ネオロマンチカ
（56,769）

15 日㊌
10:00

15 日㊌
18:00 1,800

8 コスタ・セレーナ
（114,261）

16 日㊍
8:00

16 日㊍
18:00 3,780

9 チャイニーズ・タイシャン
（24,427）

17 日㊎
9:00

17 日㊎
20:00 927

10 MSC スプレンディダ
（137,936）

21 日㊋
8:00

21 日㊋
18:00 3,929

11 コスタ・セレーナ
（114,261）

27 日㊊
8:00

27 日㊊
16:00 3,780

12 MSC スプレンディダ
（137,936）

30 日㊍
8:00

30 日㊍
18:00 3,929

バス車内で見た光景聞いて「徳」する話 4887

　バスや電車の中で、ほとんどの人が無言でスマート
フォンを操作する光景を見るようになって久しくなり
ますが、通勤途上でもバスに乗車する高校生の 99％は
スマホでゲームやラインなどに興じています。彼らに
は、車内の広告や車窓から見える日々の景色の変化に
気付くことなど無意味なことのように思われます。車
内でもゲームなどに興じる生徒が果たして授業に集中
できるのでしょうか。
　そんな中で先日、バスの乗車口付近の一人用シート
に座っている女子高生がいました。静かに下を向き、
時折顔を上げては車窓から景色を眺めていました。ゲー
ムをしているのかと思い、目をやると、なんと「星の王

子様」の本を読んでいました。しかも、次のバス停でご
老人が乗車されると、読書をやめ、自然体で席を譲っ
ていました。毎朝嫌な感じの車内でしたが、久し振り
にホッとする光景に出会い、心が温かくなりました。

（匿名）

　令和元年 5 月 1 日の天皇陛下
の御即位を市民の皆さまとともに
お慶び申し上げますと同時に、ご
退位された上皇陛下が、これまで
日本国の象徴として労を惜しまれ
ず、常に国民を見守り寄り添って

いただいたことに市民を代表して感謝の誠を捧げます。
  さて、新元号「令和」には「人々が美しく心を寄せ合う
中で文化が生まれ育つ」という意味が込められており、
希望に満ちあふれた新しい時代を国民の皆さまととも
に切り開いていきたいということが安倍首相の談話で
伝えられました。この希望にあふれた未来を願う思い
は国民誰しもが共有できるものであろうと思います。
　この新しい時代を迎えるに当たり、佐世保市では全
国の多くの都市と同様に人口減少が進む中、「市民や移
住希望者が住みたいまち」「観光客が訪れたいまち」を
つくりあげていくことが最も重要な課題になっています。

人口の大都市集中という大きな流れがある中、この流
れを食い止めるのはハードルもかなり高いことと思い
ますが、だからこそ官民が一体となって努力していく
ことが大切であり、その継続が故郷佐世保の希望にあ
ふれた新しい時代を切り開いていくことにつながるの
ではないかと思います。
　折しも 4 月には平成最後の統一地方選挙があり、新
しい市議会議員が選出されました。また、私も第 31 代
市長として 4 期目の負託を市民の皆さまからいただき
ました。この新元号「令和」への移行に当たり、市民の
皆さま、企業・団体、市議会議員、県・国会議員をは
じめとする関係者の皆さまにご協力をいただきながら、
佐世保市を「成長可能性のあるまち」から「進化し続ける
まち」に発展させたいと、決意を新たにいたしましたの
で、皆さまにはこれまで以上のご指導とご支援を賜り
ますようよろしくお願いします。

佐世保市長　朝長　則男

「平成」から「令和」へ ～新しい時代にさらなる発展を～

※ 20:00 までに出港予定の場合は出港の約 30 分前からお見
送りイベントを実施します。車で来場する場合は出港の約
30 分前から接岸場所付近に駐車できますので、交通整理
員の案内に従ってご来場ください。

※上記予定は天候等により変更する場合があります。
最新の情報は右記画像を読み取ってご覧ください。

「聞いて徳する話」募集中
身の回りで見つけた“聞いて「徳」する話”を募集
中です。応募用紙は事務局で配布しており、市 HP
からダウンロードすることもできます。
事務局　佐世保徳育推進会議（佐世保市教育会内）
　　　　☎ 23-2856

（4 月 10 日現在）


