
会長　大神　邦明君

地方中核都市である福岡市では、2005年
140万人、2030年154万人の11％増です。
地方中核都市は、各地方で増えるとの事で
す。高卒者の大学進学は地方中核都市で、無
試験で全員入学、卒業後は馴れ親しんだ友達
の居るその地方都市で就職、すぐ帰郷できる
距離は親も喜ぶ。一人っ子であっても。年老
いた親までが地方中核都市に移り住む。医療、
介護、福祉が進むともいえます。財政的に可
能といえます。
長崎県は地方交付税減額で2008～2012年、

毎年100～150億不足、2012年度は財政調整基
金がマイナス88億円となる。これが私達の現
状です。
少子高齢化で次のような事が起こっていま
す。デパートでは松坂屋、大丸。三越、伊勢
丹が経営統合していますが、地方中核都市
福岡では、デパートの大競争の時代に突入し
て、大丸、三越、岩田屋は各々約40億円程の
投資を行い、今以上の客の争奪戦となり、ま
た、博多駅には井筒屋に取って替わった阪急
が今までの3、4倍の売り上げ400億円を目指
して新館の構築中との事です。
JRは今までは熊本からは1時間15分が35分、
鹿児島は3時間49分が1時間20分へ新幹線で短

縮されるとの事です。いよいよ全九州を範囲
とした本格的経済活動が始まろうとしていま
す。皆様考えどころです。

〈報告事項〉

１．元会員　冨田宏さんが9月8日ご逝去され
ました。9月10日葬儀。享年77歳。

２．市内8クラブ会長・幹事会がありました。
特別に報告する内容はございません。

３．資金運用委員会
盧目的
佐世保ロータリークラブの所有する各種
預貯金の資金を安全かつ効率的に運用管
理することを目的とする。
盪資金運用委員会（5名のメンバーとし、
人選は、当年度会長へ一任する。委員長
は当年度の会計とする。）
①当年度会長
②当年度幹事
③当年度会計
④パスト会長より2名
池田　豊、福田　金治

蘯運用益使途は、当年度の理事会で発案お
よび可決された事項を資金運用委員会が
承認した上で実行するものとする。
運用益基金の項目を会計報告に追加
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2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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10:45～ロータリー寄席
12:30～懇親会

場　所／佐賀市文化会館
参加者／RAC会員、IAC会員、顧問教師

国際青少年交換学生…来日学生、
帰国学生、次年度派遣予定者
米山奨学生…本人

④地区大会幹事 木下　博行君
「RI会長代理歓迎晩餐会」出席者の変更に
ついて
ご令室様へのご案内　登録料16,000円

⑤米山記念奨学会委員長　北郷
ほんごう

雅子さん
9月2日開催　地区「米山の集い」ご出席
のお礼
奨学生地区大会参加へのお願い

３．ロータリーの友事務所

ロータリーの友英語版のご案内
2007～2008年度版　11月中旬発行　年1回
1冊 525円

■米山記念奨学会 立石　徳雄君

2007～08年度「米山の集い」
に出席いたしました。
日時／平成19年9月2日豸

11:00～14:30
場所／ホテルニューオータニ佐賀

〈セミナー〉

10:30 登録受付
11:00 開会挨拶 地区委員長　北郷　雅子

ガバナーご挨拶
RI2740地区ガバナー　野口　　清

来賓及び出席者紹介
地区委員　立石　徳雄

11:20 来賓ご挨拶
米山奨学会理事　隅田　達男

盻資金運用実施は2007年10月1日より行う。
年運用益を34.4万円

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
長崎地方裁判所佐世保支部判事補

森　　大輔様
○ゲスト
佐世保南RC 柳田　昌洋君

幹事　中村　徳裕君

１．国際ロータリー

ウィルフリッドJ.ウィルキンソン会長

「毎年あなたも100ドルを」ご支援のお願い
寄付額は2003年の米貨5,580ドルから2007

年米貨1億250万ドルと2倍で寄付の新記録を
樹立しました。

２．第2740地区ガバナー 野口　　清君

①職業奉仕委員長 竹田　健介君
職業奉仕部門研修セミナーのご案内
日時／2007年10月28日豸

13:00～セミナー・17:00～懇親会
場所／マリトピア　佐賀市
会費／5,000円（懇親会含む）

②地区大会実行委員長 指山　弘美君
地区大会新企画「映像による参加クラブ
紹介＆クラブPR」企画についてお願い

③新世代統括委員長 岡部　景光君
地区大会「新世代の集い」への参加につ
いて（ご案内）
日時／11月18日豸

9:30～新世代の集い
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親睦活動委員会　F口　純一君

安福鴻之助君、西村正一郎君

米倉洋一郎君、金氏嘉一郎君

中川内眞三君

誕生祝いありがとうございます。

千住　雅博君

長崎地方裁判所 佐世保支部 判事補 森大輔
様の卓話を歓迎いたします。

山縣　義道君

「地区の範囲」

地区の範囲は行政区分と一致
しないのは第2740地区が佐賀、
長崎県でありながら、長崎県の
壱岐、対馬と佐賀県の鳥栖が福岡県の第2700
地区にあることでご存知のことと思います。
このようなことで外国のロータリークラブが
日本の地区にあるのがあります。それは第
2750地区東京で、アメリカ準州のグアムの4
クラブ、アメリカ自治領のサイパンのサイパ
ンRC、パラオ共和国のパラオRC、ミクロネ
シア連邦の2クラブ合計8クラブです。第2740
地区ではグループは番号がついていますが、
第2700地区ではこれらのクラブはパシフィッ
ク・ベイスン・グループ(Pacific Basin Group)
とグループに名前がついています。第2750地
区の地区大会では日の丸、星条旗、パラオ、
ミクロネシアの国旗が掲げられ、4カ国の国

11:30 DVD「米山月間によせて」
―日本のロータリーと米山奨学事業―

11:50 PPT  地区現況や活躍する学友
地区委員長　北郷　雅子

―地区資料：世界で活躍する学友―

12:20 卓話（米山学友の活躍）
米山学友・元カウンセラー
佐賀北RC リン・ケンキン

12:50 記念写真＆移動
地区委員　高田昌一郎

〈親睦会〉

13:10 開会挨拶 地区副幹事　赤坂　幹雄
奨学生スピーチ（3分）15名
指導教員スピーチ　3名

閉会挨拶
元地区米山委員長　前田　博憲

14:30 手に手つないで：閉会

米倉洋一郎君

朗遊会入会申込書をセルフボックスに入れ
ております。それと第2回朗遊会の案内も入
れております。

親睦活動委員会　原口　増穂君

○今月の誕生祝い

田川　邦男君（2日）
米倉洋一郎君（6日）
中川内眞三君（10日）
坂田　慎吾君（12日）
金氏嘉一郎君（13日）
田中丸善保君（19日）
安福鴻之助君（22日）
西村正一郎君（23日）
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ニコニコボックス 本日合計 6,000円

累　　計 258,000円

◇

ロータリー3分間情報

ニコニコボックス

朗 遊 会 よ り

慶　　　祝



歌が歌われるそうです。また英語の同時通訳
が行われます。これらの国はフィリピンに近
く同じ英語圏ですが日本の国の地区に所属し
ているのはRIがどちらの国を選ぶかと問われ
た時に日本を選んだのです。それは戦前パラ
オに南洋庁があり、日本人を先祖にもち日本
語を喋れる人がいて日本に対する感情もいい
からだそうです。東京には二つの地区があり
もう一つは第2580地区です。第2580地区は東
京と沖縄です。沖縄は地理的には鹿児島に近
いのですが、東京を選んだのは、交通の便数
が東京の方が多いからだと思います。

井手　孝邦君

「埴生の宿」合唱

『裁判員制度紹介DVDの上映』

前編

長崎地方裁判所
佐世保支部判事補

森　　大輔様

前半はDVDの上映。
内容については、後半とあわせて次号に掲載
致します。
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（今週の担当　溝口　尚則）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

卓話　　長崎地裁佐世保支部判事補
森　　大輔様

「裁判員制度について」後編

歌 の 時 間

卓　　話


