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　平成 30 年の佐世保市観光統計が、先般発表されました。
それによると、本市への観光客が年間で 6,012,868 人と
なり、はじめて 600 万人を超えました。対前年比で 2.2%
の増加は、酷暑でハウステンボスや九十九島動植物園が
伸び悩んだ中では、まずまずの結果だったと思います。
その中で、佐世保市民が誇る九十九島は 2.1% 増と健闘
しています。それは昨年 4 月に九十九島湾が「世界で最
も美しい湾クラブ」に加盟できたことが要因の一つだと思
われますが、私は次のような思いを持っています。
　昨年度、観光コンベンション協会が専門業者に委託し
て、全国の 1,315 名を対象にアンケート調査（2 月 28
日〜 3 月 2 日）を実施しました。その報告書によると、
佐世保を知っている人は約 89%、九十九島を知っている
人は 62.5%、そして、九十九島が「世界で最も美しい湾
クラブ」に認定されたことを知っている人はわずか 8.5%
という結果でした。ほとんどの人が知らないというのは、
認定されて 1 年も経っていないということと、「世界で最
も美しい湾クラブ」の制度の存在そのものが知られていな
いということなのかもしれません。
　「佐世保」は知っているけれど、「九十九島」や「世界で
最も美しい湾クラブ」が結び付いていないということだと
思います。
　この知名度が低いということは、逆に言うと伸びしろ
がまだまだあるということではないでしょうか？
　佐世保市民もまだ九十九島が「世界で最も美しい湾クラ

ブ」に認定されたことをご存じない方が多いと思います。
まずは、私たち市民が、この美しく、素晴らしい、世界
に誇れる九十九島が「世界で最も美しい湾クラブ」に認定
されたことを認識して、世界に発信していこうではあり
ませんか。
　その方法としては、やはりフェイスブックやツイッ
ター、インスタグラムなど、SNS で発信することが最も
効果的であると思います。市民の皆さんに事あるごとに、
皆さんが撮影された美しい九十九島を発信していただき
たいと思います。特に 9 月 19 日の「九十九島の日」には、
佐世保市民が一斉に SNS で発信するような取り組みがで
きればと思いますが、いかがでしょうか？
　市民の皆さまのご協力をお願いします。

佐世保市長　朝長　則男
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は、市内の名物や名所を題材にして、普段の生活の中
で使える簡単な日常英会話をお知らせします。外国人
の旅行者やご近所さんなど、さまざまな国際交流の場
面でご活用ください。同じ内容をテレビ番組「キラっ
都させぼ」の新コーナーとして 1 カ月先行して放送し
ており、YouTube で見ることもできますので、併せ
てご覧ください。初回となる今回は九十九島を臨む展
海峰を舞台にした会話です。　

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 247,530 人（前月比 － 209 人）

　男性 117,313 人（－114人）女性 130,217 人（－95人）

◦世帯数 105,560 世帯（前月比 － 37 世帯）

◦ 6 月中の動き

　転入 389 人、転出 524 人　出生 147 人、死亡 221 人

入港日時 出港日時 船名（トン数） 定員（人）

5 日㊊
9:00

5 日㊊
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

11 日㊐㊗
7:30

11 日㊐㊗
21:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

15 日㊍
8:00

15 日㊍
16:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

16 日㊎
8:00

16 日㊎
19:00

MSC スプレンディダ 
（137,936） 3,929

19 日㊊
8:00

19 日㊊
18:00

コスタ・ベネチア 
（135,225） 5,260

20 日㊋
8:00

20 日㊋
16:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

23 日㊎
9:00

23 ㊎
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

24 日㊏
14:00

24 日㊏
22:00

コスタ・セレーナ
（114,261） 3,780

31 日㊏
9:00

31 日㊏
20:00

チャイニーズ・タイシャン 
（24,427） 927

※ 20 時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。

※最新の情報は右記画像からどうぞ。

先輩から教えられた「人への気遣い」聞いて「徳」する話 50

　僕が通学中のことです。市内のバスに乗っていると、
途中でつえを突いたご高齢の男性が乗ってきました。とっ
さに僕を含めた数人が横に置いてある荷物をひざの上に
移動させ男性が座れるようにスペースをつくりました。
　しかし、男性は気付いていないのか、または少した
めらいがあるのか、手すりにつかまったまま動こうと
しません。呼び掛けようとも思ったのですが、言い出
せず、バスは出発してしまいました。
　しばらくすると、バスが急停車したのです。突然の
ことで座っている人も立っている人も体がぐらつきま
した。僕はこわごわ前方の男性の方を見ました。男性
が倒れているのではないかと心配になったのです。
　男性は倒れていませんでした。男性の後ろに立って

いた僕の先輩が男性を支えていたからです。先輩は男
性が心配で、乗った時から支えられるように準備して
いたと後日聞きました。
　人への気遣い、思いやりが大事だと感じた朝でした。

（匿名・中学生）

「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

世界で最も美しい湾「九十九島」の知名度を上げよう！
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SASEBO de ENGLISH1 クルーズ船寄港情報8月分
（7月 8日現在）

人の動き（7月 1 日 現在）
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「キラっ都させぼ」放送スケジュール
第 1 土曜　NBC 9:25 〜 9:30　KTN 11:45 〜 11:50
第 2 土曜　NCC 17:25 〜 17:30　第 2 日曜 NIB 6:30 〜 6:35
第 3 土曜　NBC 9:25 〜 9:30　KTN 11:45 〜 11:50
第 4 土曜　NCC 17:25 〜 17:30　第 4 日曜 NIB 6:30 〜 6:35
※第 5 土曜は NBC、KTN、NCC で放送します。
※「キラっ都させぼ」と文字情報の「させぼ市政だより」は週替わ

りで放送しています。

※ YouTube 版はこちらからどうぞ。

Nahoko !  What a beautiful view !
（なほ子 ! なんて美しい眺めなんだ !）

Yes, Zak !  This is called Kujyukushima, but 
how many islands do you think there are ?

（そうでしょ、ザック ! ここは九十九島と呼ばれて
いるのだけど、さて、いくつ島があると思う？ )

Ninety-nine?
（99?）

No !  Two hundred and eight !
（いいえ、208 あるのよ !）

Oh ～ !
（お〜、そうなんだ !）

Zak

Nahoko

Zak

Nahoko

Zak


