
幹事　中村　徳裕君

１．ガバナー会 議長　坂本　俊雄君
副議長　浅川　皓司君
副議長　新谷　秀一君
副議長　亀ケ谷邦博君

「日台ロータリー親善会議」開催のお知らせ

開催日／2008年5月12日豺
登録15:00～　会議16:00～
懇親晩餐会18:00～

場所／ホテルパシフィック東京
地下1階「萬葉」

登録料／1名 20,000円
締め切り／2008年1月15日　先着順登録

２．第2740地区 ガバナー　野口　　清君
①地区大会における表彰状

藺永年連続例会出席（100％）表彰
41年以上　武井　洋一君

円田　三郎君
25年以上　西村正一郎君
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会長　大神　邦明君
年の瀬も押し迫ってまいりました。特別な
事は無くても気持ちが慌ただしい気になるの
を感じますが皆様はいかがですか。何事もな
く来年を迎えたいものです。
ところで、制限給水が一応解除され、やれ
やれです。今日、明日はショボショボの雨と
の事です。少しでも雨がほしいと思うところ
です。天気おじさんになってしまいました。
今週の土曜15日は忘年家族会です。楽しく
企画してあります。是非ご家族、お孫さんも
連れてご参加いただきたいと思います。皆様
の立場を良くするため、また、共通の話題を
つくるためにもです。今日すぐ決断してくだ
さい。お願い致します。
もうひとつお願いです。米山記念奨学会、

ロータリー財団へのご寄付を是非よろしくお
願い致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○㈱親和経済文化研究所
主任研究員（㈱親和銀行より出向）
池田　晋介様

会　長　挨　拶

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 

会　長蘆大神　邦明　　　幹　事蘆中村　徳裕 

事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 

例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181

佐世保ロータリークラブ 

平成　00 年　00 月　00 日　　　　　　　第　0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO19 12 12 2,821 23

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者出席　　名・欠席　　名・ビジター　　名・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・メークアップ　　名 修正出席率 ％
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例 会 記 録

幹 事 報 告

円田　三郎君 西村正一郎君



2008年～2009年佐世保ロータリークラブ

役員・理事及び監事

会　　長 遠田　公夫
会長エレクト 橘闍 克和
副会長 長島　　正
幹　　事 木村　公康
会　　計 井手　孝邦
会場監督 米倉洋一郎
理　　事（直前会長） 大神　邦明
理　　事 福田　金治
理　　事（クラブ奉仕委員長）

加納洋二郎
理　　事（職業奉仕委員長）

円田　　昭
理　　事（社会奉仕委員長）

田川　邦男
理　　事（国際奉仕委員長）

川冨　正弘
理　　事（新世代奉仕担当）

芹野　隆英
理　　事（親睦活動委員長）

菅沼宏比古
理　　事（副幹事） 松尾　文隆
監　　事 円田　三郎
監　　事 中島　祥一

親睦活動委員会 木村　公康君
忘年家族会が12月15日貍 玉屋7階にて開催
されます。皆様のご参加お願い致します。

親睦活動委員会　幸良　秋夫君
○今月の誕生祝い

長島　　正君（5日）
出田　研吾君（11日）
菅沼宏比古君（21日）

藺2006～2007年度ロータリー財団年次寄付
優秀クラブ　第2位
②ロスアンジェルスヘのお誘い

2008年6月15日豸～6月18日貉大会参加ご
案内

３．佐世保学園長 福元　俊一様
①成人式の実施について（ご案内）

日時／平成20年1月11日貊
13:30～14:30

場所／佐世保学園
送迎バス／佐世保駅横Sプラザ前12:50発
②佐世保学園首席専門官　友清　正善様

意見発表会の賞品等のお願い

蘆第1号議案「2009年～2010年会長選挙の件」
会長指名委員会　闍橋　章文君

会長ノミニー
橘闍克和君を承認

蘆第2号議案「2008年～2009年佐世保ロータ
リークラブ役員・理事及び監事の承認の件」

会長エレクト 遠田公夫君より役員・理事・
監事を発表及び承認
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慶　　　祝

年 次 総 会

委 員 会 報 告



親睦活動委員会　児玉　孝雄君

山下　　登君
島瀬公園そばの四ヶ町通りでＮＢＣから水
問題でインタビュー受け、それがテレビに出
ましたので!!

遠田　公夫君
本日、次年度の執行部ご承認をよろしくお
願い致します。

西村正一郎君
12月9日、2年ぶりに、ハワイ・ホノルルマ
ラソンに参加し無事完走できました。
27,000人の参加者は有森裕子のスターター
で雨の中をスタートし、あと晴れあがったワ
イキキの道をゆっくりと楽しみました。

長島　　正君、菅沼宏比古君
誕生祝いの品ありがとうございました。

会員増強委員会　富永　雅弘君
「佐世保ロータリークラブ会員数の推移」
1950年度　創立時 会員数　24名
1960年度 会員数　46名
1970年度 会員数　79名
1980年度 会員数　93名
1985年度 会員数 100名超
1990年度 会員数 106名
2000年度 会員数　93名
2007年12月 会員数　82名

過去最高会員数
1993年度期首会員数：111名
過去最高年間増強数
1983～84年間増強数：11名

他クラブの創立状況
1958年　佐世保南RC
1966年　佐世保東RC
1969年　佐世保西RC
1984年　佐世保北RC
1990年　佐世保中央RC
1992年　佐世保東南RC
1996年　ハウステンボス佐世保RC
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 5,000円

累　　計 468,000円

◇

ロータリー3分間情報

佐世保ロータリークラブ会員数の推移 
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（今週の担当　黒木　政純）

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

卓　　話

『長崎県の個人消費動向
～厳しさ増す長崎県の個人消費～』

㈱親和経済文化研究所
主任研究員　池田　晋介様

日本国内の景気は企業収益を中心に改善し
ており、個人消費も持ち直しの動きがみられ
るとされていますが、長崎県の景気は緩やか
な回復を続けているものの、個人消費に関わ
る各指標は厳しい状況が続いています。そこ
で、地域の個人消費の状況を判断するために、
長崎県の一般消費者を対象にアンケートを
実施し、県内の個人消費動向を明らかにし
ました。
アンケート結果を見ると、長崎県消費者の
暮らし向きに関する現状認識は、前年調査よ
り悪化しています。また、家計収入はほぼ前
年並みの水準を維持したものの、家計支出に
おいて、外食費や衣料・服飾品費、旅行・レ
ジャー費などでの支出が抑制されたにも関わ
らず、税金、保健医療費、教育費など生活に
不可欠な支出が増加したことにより、支出全
体では増加しています。
2008年の暮らし向きの見通しについては、

2007年並みのほぼ横ばいを見込んでいます。
家計の内訳をみると、先行き家計収入の減少
が見込まれるものの、家計支出は、2007年と
同様に、税金や保健医療費などの支出が増加
すると判断しており、外食費や旅行・レジャ
ー費など節約可能な支出を調整することによ
り、家計を維持しようとする姿が窺えます。

前年のアンケートでは、暮らし向きについ
ては、先行きの不安感はあるものの、幾分回
復の兆しが感じられる結果となりましたが、
今回のアンケートでは、暮らし向きの厳しさ
をより強く実感していることが窺える結果と
なり、長崎県の消費者マインドは前年調査と
比べて悪化しています。
今後、長崎県の消費を活発化させるために
は、地方経済を活性化させて、中央と地方と
の経済格差を是正するとともに、安心して生
活できる社会保障システムの確立を図ること
が必要ではないかと思います。
最後に、地方の景気は「飛行機の後輪」に
例えられます。（離陸の際に上がるのは一番
最後、着陸で下りるのは一番初めになる）。

＊次回例会予告＊

卓話　会員　武田喜一郎君

「緊急地震情報について」


