
会長　遠田　公夫君
地区大会、多数のご参加ありがとうござ

いました。14日には、ホテルヨーロッパで
延原RI会長代理を迎えての記念晩餐会、15
日は会長・幹事会に始まり本会議、夕方は懇
親会、そして16日は、市民招待の森山良子
コンサートやルー大柴を迎えての親子教育
パネルディスカッションなど多彩なプログ
ラムでした。当クラブからは、地区のクラ
ブ奉仕統括委員長の円田　昭さんと地区副
幹事の富永雅弘さんが大活躍でした。
また、延原RI会長代理の印象的な一言は、

「こうして他地区へお伺いする時はご迷惑お
かけしないように、ギリギリに来て、早め
に切り上げるのが一番、挨拶も早めに切り
上げるのが一番感謝されるもの」と言われ
ました。そう言えば、会長挨拶も短めにす
るよう、先輩に言われた事を思い出します。
ロータリー漬けの週末でしたが、コホストク
ラブとしての役目は果たし一段落致しまし
た。事務局員の山田さんも2日間、ボランテ
ィアとしてお手伝い頂き感謝しております。
尚、この後の我がクラブの大きな行事は、

12月3日の年次総会、12月13日のクリスマス
忘年家族会でございます。是非、スケジュ
ールに書き加えてくださいますようお願い
致し、挨拶と致します。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
長崎県県北振興局　理事兼局長
高尾　　潤

しげる

様

幹事　木村　公康君
１．RI第2740地区ガバナー 鈴木　泰彦君
インターアクト委員長 田中丸治樹君
インターアクト国際交流会開催ご案内

日時／平成20年12月13日貍
10:00 開会点鐘　15:30 閉会点鐘

場所／武雄市文化会館 小ホール
出席対象／RC会員、IAC顧問教師、IAC会

員、RAC会員、米山奨学生、
国際青少年交換学生

会費／無料

２．ガバナー事務所
メルマガ第11号

３．海上自衛隊佐世保地方総監
加藤　　保様

佐世保自衛隊後援会会長
辻　　昌宏様

平成20年度自衛隊記念日行事出席お礼状
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会　長　挨　拶 例 会 記 録

幹 事 報 告

2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆遠田　公夫　　　幹　事蘆木村　公康 
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４．長崎県共同募金会佐世保市支会
支会長　朝長　則男様

赤い羽根共同募金について（お礼）

５．東日観光㈱ロータリー室
バーミンガム大会参加旅行募集ご案内

６．上半期事業報告並びに下半期事業計画
書提出のお願い（来年1月7日・14日クラ
ブ協議会報告の為）
本日、小委員長のセルフボックスにお願い
状と提出用紙を入れております。
提出日：小委員長 → 12月10日貉までに大

委員長へ
大委員長は小委員長からの提出
を取りまとめて → 12月17日貉に
幹事へ提出

■ローターアクト委員会
委員長　増本　一也君

地区大会（2008～2009年度）
第2分科会
アクトの集い（インターアクト・ロ
ーターアクト）
●日時：2008年11月15日貍

15:00～16:30
●内容
①インターアクト：聖和女子学院の活動
発表
②ローターアクト：辻代表活動状況説明
※第21回全国ローターアクト研修会の
開催について
蘆平成21年2月21日貍～22日豸　長崎市
蘆記念植樹（協賛金の活用）
③質疑応答
※ローターアクトの運営について：複数
クラブ（RC）での運営について

●出席者：芹野・増本・安福・松永夕加（長
崎国際大学RAC）

●長崎国際大学RAC 次回例会
平成20年12月3日貉 18:30～
ホテルローレライ

■親睦活動委員会 幸良　秋夫君
地区大会出席の感想
森山良子さんの歌に涙しまし
た。

西村正一郎君
11月20日夜、ボジョレヌーボーの解禁に

併せた輪飲会は、25名の出席を得て、レス
トラン「れお・リオンドール」で開催されま
した。
ソリュート奏者の井上周子さん、バリト

ン歌手の辻　康介さんの心地よい歌と共に、
数々のお料理とワインで、秋の夜長を楽し
みました。

出席委員会 斉藤　宏隆君
○永年会員表彰
佐々木秀也君（35回）
山下　　登君（35回）
安部　直樹君（31回）
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委 員 会 報 告

輪飲倶楽部より

慶　　　祝



○出席100％表彰

佐保　　榮君（25回）
富永　雅弘君（11回）
藤井　　隆君（9回）

親睦活動委員会 児玉　孝雄君
遠田　公夫会長、梅村　良輔君
山縣　義道君
高尾局長の卓話に期待致し、明日から始

まるキラキラフェスタのように、夜も明るく
輝く県北でありますよう祈念いたします。

平尾　幸一君、小川　芳寛君
才木　邦夫君、児玉　孝雄君
加藤　陽一君、斉藤　宏隆君
原口　増穂君
先週は新人研修会を開催していただき、

ありがとうございました。

佐保　　榮君、富永　雅弘君
山下　　登君
出席100％表彰及び永年会員表彰ありがと

うございます。
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『県北管内における現在推進中の主要事業』

長崎県県北振興局
理事兼局長
高尾　　潤

しげる

様

１．交通

○西九州自動車道（事業主体：国）
（仮称）矢岳・中里インター開通

H21年度中
（仮称）佐々インター開通 H22年度中
（仮称）松浦インター H19年着手
○新幹線（事業主体：国）
県境トンネル発注 H20年10月
諌早～長崎間の取り扱い H20年12月

佐世保市の要望　佐世保線の複線化
肥前山口～武雄間の複線化
佐世保駅へのフリーゲージトレイン乗り入れ

県・市の要望
地域高規格道路「東彼杵道路」の計画
路線への格上げ

2．経済

○企業誘致
H19年度　KDDIエボルバ（雇用600人）
H20年度　新生電子（雇用300人）
H20年度　キャノン（雇用1,000人）
○西九州テクノコンソーシアム（会長井上
佐世保高専校長）の活用
・技術マップ作成

○長崎次世代エネルギーパーク計画（ハウス
テンボス）

3．観光

○世界遺産登録推進
佐世保市（黒島天主堂）
平戸市（田平天主堂・宝亀教会）
小値賀町（旧野首教会）

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 440,000円

◇

卓　　話

ニコニコボックス



（今週の担当　闍田　俊夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話　　2000年4月～2008年4月熊本県知事
次年度4月より長崎国際大学学長
現在 長崎国際大学参与

潮谷　義子様
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ブランド総合研究所
国内1,000の市区町村対象
魅力度、認知度、イメージ　全63項目
全国の消費者35,000人からネットで回答

魅力度ランキング○H20.11.24 列福式　県営野球場（長崎市）
枢機卿来県
30,000人来客見込み

○西海ロングステイ
○松浦ほんなもん体験観光
H20年度16,000人
H21年度20,000人予約

4．農業・林業
○自給率の向上（食の安全・安心）
○肉用牛の振興（特にH24年第10回全国和牛
能力共進会に向けて）
○中国市場への輸出（H20年11月北京「日本
長崎フェア」の盛会）
○課題　・耕作放棄地対策・地産地消

・高齢化・後継者対策
・イノシシ被害

5．水産業
○魚食の普及、魚価の向上
○養殖トラフグ加工拠点を県北地域に形成
（県内養殖フグ生産量2,500t・全国生産量
4,300tの6割）

○養殖マグロに「双日」進出
○中国市場への輸出
○課題　・高齢化・後継者対策・地産地消

6．今後の大規模イベント
○H24年　第10回全国和牛能力共進会
メイン会場：ハウステンボス
○H26年　長崎国体
佐世保市　バレーボール・空手等7種目
平戸市　　軟式野球・相撲
松浦市　　なぎなた

・・・


