
会長　橘F 克和君
みなさん、こんにちは。6月に入りましたが、
今月の強化月間のテーマは「親睦活動月間」
ということです。大上段に申しあげるつもり
はありませんが、ロータリー活動は、RIの方
針や地区の方針に則ってロータリー活動をす
るにあたり、会員の皆さんで協力して行って
いるわけですから、やはり会員同士の親睦、
つまり心の繋がりがとても大事な事になると
思っています。しかし、私のようにお酒が飲
めない下戸にとりまして、特にワイン会なん
ぞは、飲める人とは楽しむという事で大きく
損をしていると思いますが、やはりそういう
席で料理や会話を楽しませていただいたり、
皆さんと親睦を深めさせていただく事はとて
も大事な事と思っています。
もう直ぐ今年度が始まって一年近くになり、

振り返りますと、例会が48回開催されており
ます。その内にアルコールも入った会合が3回
あっております。他にも非公式な会合も入れ
ますと8回あったのではないかと思います。
そんな親睦を積み重ねて、佐世保RCは次年

度、創立60周年を迎えるわけですから、先輩
諸氏のご尽力に思いを致しますと、伝統の重
さと大事さに感謝の気持ちで一杯になります。

【理事会報告】
1．繰越金7,700,845円の内、特別積立金に
6,500,000円を繰り入れ、残りを繰越金へ。

2．退会　武田喜一郎君、原田　　孝君

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
佐世保市長　　朝長　則男様
市役所秘書課　井上　丈嘉様
○ゲスト
長崎国際大学RAC
幹事　川嶋　早紀さん
会計　宮田　絵理さん

幹事　石井　正剛君
１．RI会長ジョン・ケニー君
「2009～2010年度会長賞」表彰状を、ガバナー
高城昭紀君より伝達されました。

２．第2740地区 地区幹事　F木　義和君
①長崎県薬務行政室より『ダメ・ゼッタイ』
普及運動参加のお願い
日　　時／平成22年6月26日貍

14:30～15:30
集合場所／島瀬町警察官連絡所前
集合時刻／14:15
方　　法／啓発資料の配布、一声運動、

募金のお願い
②地区ホームページ更新のおしらせ
5月26日
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 
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料金／大人1,000円、中学生以下500円
※収益はすべて愛護団体に寄付します。

朗遊会幹事　加納洋二郎君
5月23日豸開催予定でした8RC合同コンペは、
雨のため中止となりました。夜の懇親会には
たくさんのご参加ありがとうございました。
さて、今週6月5日貍 第6回となりますが、今
シーズン最後の朗遊会となる役員交代記念コ
ンペを開催致します。ご参加宜しくお願い致
します。

武田喜一郎君、原田　　孝君
お世話になりました。

中村　徳裕君
先日の父の葬儀の際は、色々とありがとう

ございました。

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君
〔横組み〕
6月は「ロータリー親睦活動月間」
ロータリアンを結ぶ色々な趣味

に関する記事があります。

P.12～15 2010年（4/25～30  於シカゴ）規定
審議会レポート

盧四大奉仕部門→新世代が独立し→五大奉
仕部門に。

盪「出席」
出席規定免除　条件変更
〔旧〕年齢＋キャリア≧85
〔新〕（年齢≧65）＋キャリア≧85

P.36「ロータリーの友」一般社団法人化
地域雑誌認定条件に、法人記事による名誉

毀損の訴えなどに対処する為、保険付保をし
なければならないという条件が加わった為、
法人格が必要となった。
訴訟社会のアメリカのトラブルが飛び火し

たようなもので、世界もせち辛くなったもの。

３．第2740地区 2010～2011年度
クラブ奉仕統括委員長　駒井　英基君

会員増強委員長　左藤　　豊君
クラブ奉仕部門分科会参加お礼とパンフレ

ットの活用方法について

４．第2740地区2010～2011年度
第5グループガバナー補佐　福田　金治君

（佐世保RC）
第6グループガバナー補佐　志久　雄三君

（佐世保東RC）
第2740地区 第5・6グループロータリークラブ
会員研修会開催のご案内
日時／平成22年7月22日貅
受付15:00～研修会16:00～懇親会18:30～

場所／九十九島観光ホテル
会費／6,000円/1人
締め切り日／6月30日

５．佐世保市立図書館 館長　渡辺　恵美様
佐世保RCより寄付での購入
図書目録送付について

６．原子力の正しい理解を深める会
九州プラスネット事務局幹事 眞G 龍雄様
卓話講師利用のお願いについて

７．つくも苑 所長　佃　　晃様
機関紙「展海」が届いております。

■社会奉仕委員長 西村正一郎君
「空き缶回収キャンペーン」参加のお願い
日時／平成22年6月6日豸 8:50集合
集合場所／中央（名切）公園噴水前

■ローターアクト委員会委員長　三浦桂一郎君
長崎国際大学RAC
映画「犬と猫と人間と」ご案内
日時／平成22年6月13日豸

13:00 開場　14:00 開演
場所／佐世保市中央公民館

（松浦公園横、旧産業会館）
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朗 遊 会 よ り

会葬のお礼

退 会 挨 拶

ロータリー3分間情報
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〔縦組み〕
盧何でもかんでも龍馬の龍馬ブームの現代
だが、龍馬より以前に世界に目を広げた
男、ジョン万次郎に関する記事。
ひ孫の中浜武彦氏(D.2780）講演の記事

②～⑥P

盪日本で最初の東京ロータリークラブ
日本におけるロータリーの歩みが良く分
かる。3年続いた「クラブ探訪　手に手」
最終回。
8月から新しいシリーズが始まる。 ⑦P～

盪「2000年前のワインってどんな味」
私の拙文、ご覧あれ！ ⑳P

親睦活動委員会　納所　佳民君
中村　徳裕君
お礼
父 故 中村壽雄

ひさお

の通夜・告別式に際しまして、
会長・幹事はじめ、皆様には心温まるお志とご
会葬を賜り、厚くお礼申しあげます。ありが
とうございました。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
鬼木　和夫君、増本　一也君、平尾　幸一君
田中丸善保君、長島　　正君、井上　斉爾君
梅村　良輔君、藤井　　隆君、山縣　義道君
飯田　満治君、森　　信正君、松尾　文隆君
田中　信孝君、加納洋二郎君、曽我　勝宣君
西村正一郎君、井手　常博君、有薗　良太君
富永　雅弘君、納所　佳民君、福田　金治君
朝長市長の卓話に大いに期待してニコニコ

します。

武田喜一郎君
急ではありますが、5月28日内示で浜松へ異

動となりました。6月11日発令で、本日が最後
の出席となります。お世話になりました。

有薗　良太君
前回の例会で出席100％表彰ありがとうござ

いました。

『これからの佐世保のまちづくり』
～平成22年度まちづくりの

重点課題への取組み～

佐世保市長　朝長　則男様

1．本市を取り巻く環境変化

依然、わが国の経済は厳しい状況が続いて
おり、景気回復には程遠い状況にありますが、
市民の生活、地域経済の下支えを図るととも
に、疲弊している地域に元気を取り戻すこと
が喫緊の課題です。
3月31日には、江迎町・鹿町町との合併によ

り、新佐世保市が誕生しました。元気で活力
あふれる佐世保市の実現を目指し、「明るく、
豊かで、住みやすく、市民誰しもが誇りを持
つことのできるまちづくり」を基本理念とし、
「市民第一主義」の姿勢を堅持しながら、地元
経済の活性化・雇用拡大の推進をはじめ、「ま
ちづくりの重点課題」の効果的な展開を図っ
ていきます。

2．「まちづくりの重点課題」（課題解決のため
の取組み）

(1)企業立地と地域の人材育成を柱とした地元
経済の活性化・雇用拡大の推進
【主な事業】させぼ振興券発行事業、緊急経営対

策資金利子補給事業、緊急雇用創出
事業（ホテルコンシェルジュ創出事
業など）、アンテナショップ推進事業、
農林水産業基本計画改訂事業など

(2)自ら進んで取り組む『心と体』の健康づく
りに対する総合的な支援
【主な事業】健康診査事業（がん検診）、小児救

急・事故予防対策事業、敬老特別乗
車証交付事業など

(3)“地域ぐるみ”での『安全・安心な生活を守
るまちづくり』の仕組みの構築

【主な事業】急傾斜地崩壊対策事業、防災行政無
線整備事業、安全・安心まちづくり
推進事業など

(4)家庭・学校・地域が一体となって支える子育
て・教育の環境づくりと関連施設の充実
【主な事業】子ども手当支給事業、福祉医療支給

事業、学校司書配置事業、中学校給

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 35,000円

累　　計 872,000円

◇

卓　　話



食導入事業、中学校運動部活動外部
指導者補助金、長崎国体施設整備事
業など　

(5)自然・歴史・文化、産業等の地域資源を活
用した佐世保の魅力向上
【主な事業】観光客誘致促進事業、動植物園再整

備・希少種保存繁殖事業、針尾送信
所保存整備事業、福井洞窟整備・発
掘事業など

(6)環境教育・環境学習の総合的な推進と安定
した廃棄物処理施設の運営
【主な事業】グリーンニューディール基金事業

（市道新鹿子前トンネル内照明灯省
エネ改修）、浄化槽補助事業、東部
クリーンセンター基幹改修事業など

(7)安全で快適に移動することができる地域交
通ネットワークの構築
【主な事業】通学路整備事業、地方バス路線維持

対策事業、黒島航路対策事業など

3．都市経営の取組み
(1)市民・地域が主役となり、市民・行政との
協働によるまちづくりの下支え
【主な事業】提案公募型協働モデル事業、させぼ

美し化プロジェクト（道路）事業、
道路アダプトプログラム事業など

(2)市民や時代のニーズに柔軟に対応できる経
営の視点を持った行政運営
【主な事業】電子申告推進事業、地上デジタル放

送対策事業、地域審議会運営事業
（江迎・鹿町）、江迎行政センター運
営事業、鹿町行政センター運営事業
など　

4．重要課題
○ハウステンボスの再生支援
○石木ダムの建設推進
○基地問題（前畑弾薬庫の移転・返還、崎辺
地区の利活用）の促進

5．トピック
①西九州自動車道　佐世保中央インターチェン
ジ～相浦中里インターチェンジの供用開始
（3月20日）
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（今週の担当：小川　芳寛）
（カメラ担当：平尾　幸一）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

＊次回例会予告＊

卓話予定者　
陸上自衛隊第三教育団長兼
相浦駐屯地司令

北村　昌也様

②動植物園での県内初のツシマヤマネコの飼
育下繁殖事業開始（3月30日）。新たにメス
２匹を受け入れ（5月19日）
③江迎町・鹿町町との合併による新佐世保市誕
生（3月31日）
④岡田外相、佐世保市訪問。核密約問題で謝
罪（4月24日）
⑤10月出店予定の佐世保市・長崎市・雲仙市
の3市共同での福岡市におけるアンテナショ
ップの名称が「長崎・佐世保・雲仙 ゆめ市
場　キトラス」に決定（4月27日）
⑥ハウステンボス ＧＷ中の入場者、前年比約2
割増の約8万5千人（4月29日～5月5日）
⑦動植物園で口蹄疫対策のため消毒作業を開
始。同日県市長会を通じ対策等の徹底を要
望（5月19日）

●マニフェストの進捗状況
「行財政改革」、「子育てや教育・福祉」、「経
済の活性化とまちづくり」、「港と防衛」をま
ちづくりの柱に据え、67項目の政策を提示。

≪進捗状況≫
【実現・事業化】38項目（56.7％）
「ごみ処理券廃止」「中学校給食の実施」など
【着手】28項目（41.8％）
「石木ダム建設促進」「前畑弾薬庫の移転促進」
など

【未着手】1項目（1.5％）
「前畑弾薬庫の跡地活用委員会の設置」


