させぼ観光３しい「佐世保の美しい」

国 際 交 流 員 の 李 城 姫 さ ん︵ 写 真

左︶︑王金華さん︵中央︶
︑交換公務

員の崔イェビョルさん︵ 右︶

平成 29 年 4 月 1 日、市制施行 115 周年記念式典をア

市民一人一人に「させぼの３しい（美しい、
楽しい、

して、中国・韓国からの国際交流員の招へい、韓国・

おいしい）
」を持ってもらい、観光客に PR していた

坡州市との職員相互派遣、中国・廈門市への職員派

だく「させぼ観光３しい GO ！作戦」
。今回は石岳

遣などを行っています。市民の皆さんに国際交流を

展望台を紹介します。
石岳展望台はハリウッド映画「ラストサムライ」

身近に感じていただけるよう、国際交流員や派遣職
員によるさまざまな情報をシリーズで発信していき

のロケ地にもなった展望台で、標高 191 メートルの

ます。今回は今年度本市に在籍する国際交流員と韓

石岳頂上にあります。海にも近く、九十九島の眺望

国・坡州市からの交換公務員を紹介します。

には絶好の場所で、眼下の牧の島、遠方の高島・黒
島までいくつもの島々が重なり合い、特に夕暮れ時
のシルエットは絶景です。

王金華さん（中国・廈門市出身）

観光課

この度国際交流員として佐世保市で勤めることに

☎ 24-1111

なり、大変うれしく思っています。これから日本
の生活や文化をいろいろと体験して、日本での生
活と仕事を楽しく過ごしたいと思います。
佐世保の良いところをたくさん見つけていきたい

⑥基地との共存共生
日本の安全保障に従

その講演では、特に都市としての価値を高め、仕事を

事される、海上自衛

生み出す「8 つのリーディングプロジェクト」の必要性、

隊、陸上自衛隊、米

重要性などについて話をいたしました。8 つのリーディ

海軍佐世保基地の業

ングプロジェクトの概要は次のとおりです。

務が遂行しやすい環境づくりに努力するとともに、で

①クルーズ船入港体制整備

きる限りの負担軽減と地域振興を図り、さらに基地が

三浦岸壁における 16 万㌧級大型クルーズ船受け入れに
向けた基盤整備を行うとともに、浦頭地区における国

関係法の制定後、地域指定を目指します。

②俵ヶ浦半島開発
半島の活性化を図るとともに、観光拠点施設の整備を

出と地域活性化を目指します。

「世界で最も美しい湾クラブ 」に加盟し、世界に認知さ

義援金総額は 41,993,272 円
（受付期間＝昨年 4
月 18 日〜 3 月 24 日）
です。

掛けてください。

義援金（12 月〜 3 月持参分、敬称略、順不同）
広田老人クラブ住吉会

佐世保中央ロータリーク

▽

国際交流員による中国・韓国文化についての出前講

ラブ

佐世保市薬剤師会講習会参加者

▽

座の申し込みも随時受け付けていますので、ぜひ活

校 6 年生

園小学

海彦・山彦実行委員会代表鈴山次男

▽

用してください。

コミュニティ・協働推進課

☎ 24-1111

今一度ご参照いただき、ビジネスチャンスを見つけてい

④名切地区再整備
旧花園中学校跡、市民会館跡、旧子ども発達センター跡、

ただくと同時に、官民連携して佐世保の都市としての価

旧児童文化館跡、交通公園、スポーツ広場などの活用・

値を高め、定住者、移住者、交流人口を増やし、佐世保

再整備を実施します。

を去る人を極力減らすための取り組みに、ご協力を賜り
ますようよろしくお願いします。

☎ 24-1111
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させぼ市政だより
テレビ
NBC 土曜 9:25 〜 9:30、NCC 土曜 11:40 〜 11:45
KTN 土曜 11:45 〜 11:50、N I B 日曜 6:30 〜 6:35
ラジオ
FM 長崎 火曜 9:05 〜 9:10

転入 2,036 人、転出 907 人、出生 149 人、死亡 241 人

FM させぼ 金曜 13:00 〜 13:55、土・日曜 8:00 〜 8:55（再放送）
新聞 長崎新聞 毎月第 2・4 火曜
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広報させぼ

2017.6

朝長

則男

佐々町で認知症予防講演を行うため佐世保に出張を

心配な地域だなとも思いました。佐世保は全国平均よ

兼ねて帰省していたときのこと。近所の福石観音でふ

りはるかに高齢化率が高く、地元だけに何とかならな

と目に入ったおばあちゃん。横断歩道がすでに赤信号

いものかと思っています。今後はより地元貢献、社会

なのにまだ渡り切れず半分のところにいました。

貢献ができますよう、力を尽くしたいと思います。

つえを 2 本突いていますが、一歩にかなり時間がか
かっていて、車がずっと待っている状態でした。バッ
グを持たず、コートも着ていない。そばで若い方が支
で「徘徊かな ?」と思いました。

人の動き

4 月中の動き

佐世保市長

ハッとした出来事

えていましたが、どうやら家族ではない様子だったの

世帯数 105,449 世帯（+613 世帯）

この 8 つのリーディングプロジェクトの詳細について
は、広報させぼ 4 月号と 5 月号に掲載していますので、

れる観光地「九十九島」を目指します。

英語シャワー事業などを通じて、英語が話せるまち・

災された方への支援に活用していただいています。

い出を作りたいです。もし出会ったら気軽に声を

男性 118,994 人（+781 人）、女性 133,177 人（+256 人）

⑧企業立地・新工業団地整備
企業立地・新工業団地の整備を図り、新たな雇用の創

図ります。
③九十九島認知度向上

した。お預かりした義援金は熊本県に送り届け、被

イェビョルと申します。佐世保で皆さまといい思

総人口 252,171 人（+1,037 人）

めます。
⑦統合型リゾート（IR）の誘致

際クルーズ拠点形成事業を進めます。

の義援金の受け付けは、3 月 24 日をもって終了しま

崔イェビョルさん（韓国・坡州市）

交換公務員として韓国の坡州市から来ました崔

5 月 1 日 現在

所在するという特性を生かした地域経済の活性化に努

ご協力いただき、厚くお礼を申し上げます。本市で

思っています。気軽に声を掛けてください。

国際政策課

世保を作ります。

師を務め、「佐世保新時代へのスタート！未来へ 115（ワ

昨年 4 月 14 日の地震発生以降、多くの皆さまに

です。そして佐世保弁も話せるようになりたいと
交換公務員

英語で交わるまち佐

ルカス SASEBO で開催した際、式典後の記念講演の講

⑤英語が話せるまち佐世保

熊本地震の被災地支援

李城姫さん（韓国・釜山広域市出身）

▽

国際交流員

8 つのリーディングプラン

ン・ツー・Go）」と題して講演を行いました。

本市では国際交流や国際親善を推進する取り組みと

国際交流員

佐世保新時代へ

記念講演で新時代への市の

石岳展望台

方針を説明する朝長市長

シリーズ国際交流①
韓国・中国からの国際交流員・交換公務員

待っているのが無謀な運転手だと事故が起きていた
と思いますが、どの車もクラクションも鳴らさず、お
ばあちゃんが渡り切るのを待ち、避けて走行していま
した。
他人が手を貸して助けている、そんな佐世保。あっ
たかくて優しい街だなと思ったのと同時に、高齢者が

東京都

堀口

直子

「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。応募用紙に必要事項を記入
し、事務局に応募してください。応募用紙は
市ホームぺージからどうぞ。
事務局
佐世保徳育推進会議（佐世保市教育会内）
〒 857-0054 栄町 4 番 11 号
電話・ファクス 23-2856
E メール sasebotokuiku@alpha.ocn.ne.jp

※この徳育通信を切り抜いてノートに貼り、
「徳育ノート」として家庭で保管しましょう！
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