
（1）

の順番で事業報告をして頂きますので各理事
の皆様宜しくお願いします。

◯会員の退会について（6月末）
1．副島　正義�会員（髙田外科医院　理事）
2．立石　徳雄�会員（㈲たて石　代表取締役）
3．西村正一郎�会員（㈱西九州新生活センター　顧問）
4．飯田　満治�会員（㈱九十九島観光ホテル　会長）
5．高橋　理一�会員（佐世保日本無線㈱　顧問）
6．藤井　　隆�会員（松浦鉄道㈱　代表取締役)

　以上の方の6月末の退会が承認されました。
理事会の報告を致しまして挨拶と致します。
有り難うございました。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　㈱十八銀行�法人ソリューション部
　業務役　山下　淳司�様

� 幹事　円田　浩司さん
１．RI日本事務局経理室
　ロータリーレートのお知らせ
　2013年6月は1ドル100円（現行�98円）です。

２．第2740地区
	 2012-2013ガバナー　福元　裕二さん
	 2013-2014ガバナー　塩澤　恒雄さん
　　　　2013-2014	国際青少年交換委員長
	 　佐古　亮景さん

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。梅雨の晴れ間
がここ数日続いていますが、鬱
陶しい梅雨空より爽快な気分に
してくれます。
　６月２日㈰�佐世保市「空き缶
回収キャンペーン」が開催され、例年通り名切
公園にある「ロータリーの森」を中心に清掃を
致しました。日頃からの管理がいき届いて、な
かなかゴミが見つからず苦労致しましたが、ご
参加頂いた皆様、大変お疲れ様でした。
　その後10:30より、国際ロータリー第2740地区
ローターアクトリーダーシップフォーラムが、国際
大学RACの担当で広田地区公民館で開催され、
提唱ロータリークラブ会長として冒頭に挨拶をし
て参りました。リーダーシップフォーラムはロー
ターアクトの指導者のための講習会で、次年度
の役員を対象として、その責務や意欲を高める
為の講習会です。ご参加頂きました高橋委員
長、西村副委員長、増本地区委員、髙瀬次年度
地区委員の皆さん、大変ご苦労様でした。
　さて、本日は例会に先立ちまして理事会を開
催致しましたので、理事会の報告を致します。

◯クラブ協議会について
6月19日㈬　長島　正�会長
　　　　　��円田　昭�管理運営委員長
　　　　　��富永雅弘�会員増強委員長
6月26日㈬　木村公康�イメージ委員長
　　　　　��髙田俊夫�奉仕プロジェクト委員長
　　　　　��藤井　隆�ロータリー財団委員長
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６．	ガバナー事務所
　�2740地区ホームページ更新（5月28日、30日）
のお知らせ

７．平戸RC	 会長　墨屋　　泉さん
	 　会長エレクト　小田　計互さん
　�2013-2014年度�地区大会�コ・ホストクラブに
ついて（お願い）

８．長崎国際大学RAC	 会長		田中ひかりさん
　①�第2740地区リーダーシップフォーラム報告
書が届いております。

　②2013年5月��月報が届いております。

９．陸上自衛隊相浦駐屯地
　機関誌「つくも」が届いております。

■職業奉仕委員会	 委員長　幸良　秋夫さん
職場訪問の実施報告
　去る5月29日㈬の例会終了
後、長島会長以下25名が参加し
て、大新技研株式会社への職場
訪問を実施しました。
　まず、大神社長から会社概要の説明、続いて
ビデオによる会社紹介があり、「創造」・「継続」・
「進化」を理念として、熔断業界のシステムで
は全国の約70％のシェアを占めるなど、発展
する同社のシステム＆ソフト開発事業について
の説明がありました。また、大神吉史FA事業
部長からは、最新のパソコン事情やネットワー
クシステムについて、いくつかのタブレットの
実物を紹介しながら説明がありました。さら
に、参加者からも多くの質問が寄せられ、最後
に同社の各部署を見学させていただきました。
社員110名、その多くが地元の人間であり、若
い世代の職場の確保に努めていきたいとの大神
社長の言葉が強く印象に残っております。
　会社訪問終了後は、オプションとして、近
くの梅ヶ枝酒造の酒蔵見学を実施し、18名の
方が参加しました。同社の計らいで大いに盛
りあがりました。
　大神社長をはじめ大新技研の社員の皆様、
また、梅ヶ枝酒造の皆様に改めてお礼を申し
あげます。

　�2014-2015年度�国際青少年交換学生（派遣）の
募集について
　　募集締め切り日　6月21日
　　選考会　6月30日予定

３．RYLAホスト
	 佐賀南RC会長　笠　　慶宣さん
　　RYLA実行委員長	 田中　洋介さん
　�　去る5月25日～26日�佐賀県北山少年自然
の家での第34回RYLA登録・参加のお礼が
届いております。

４．2013-2014年度	ロータリー財団委員会
	 　委員長　山田　　晃さん
　第１回ロータリー財団委員会開催について
　日時／2013年6月30日㈰
　　　10:00～12:00��委員長会議
　　　13:30～14:30��ロータリー財団勉強会
　　　14:30～15:00��全体委員会
　　　15:00～16:30��各委員会別会議（随時解散）
　場所／アルカスSASEBO
　�出席者／ガバナー・エレクト、次年度地区幹
事、次年度担当地区副幹事、2013-14年度ロ
ータリー財団委員会(各委員長・各地区委員）

５．2013-2014年度ガバナー	 塩澤　恒雄さん
　　インターアクト地区委員長	松尾　慶一さん
　　ホストクラブ会長	 井上　俊正さん

（武雄RC）
　　インターアクト実行委員長	久保　康俊さん

(武雄RC）
　�2013-2014年度インターアクト年次大会の
　ご案内
　ホスト校／有田工業高等学校（有田RC提唱）
　期日／平成25年8月10日㈯～8月11日㈰
　メイン会場／武雄市文化会館
　　　　　　（開会式・分科会・閉会式�etc�）
　サブ会場／武雄センチュリーホテル
　　　　　　（夕べの集い・宿泊）
　　　　　　武雄温泉ハイツ（宿泊）
　　　　　　ニューハートピア（宿泊）
　登録締め切り日／平成25年6月28日㈮
　登録料／ロータリアン（1名につき）
　　　　　　15,000円
　　　　　インターアクター（1名につき）
　　　　　　8,000円
　　　　　コ・ホストクラブ援助金（1クラブにつき）
　　　　　　100,000円

委員会報告
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■公共イメージ委員会	委員長		木村　公康さん
空き缶回収キャンペーンの報告
　6月2日㈰�名切公園の佐世保
RC20周年の記念碑、及びロー
タリーの森を中心に清掃活動を
行いました。長島会長はじめ13
名の会員にご参加いただきました。ありがと
うございました。

■ローターアクト委員会
	 委員長　高橋　理一さん
地区ローターアクト・リーダー
シップフォーラムの報告
　6月2日㈰�10:00～16:00、広田
地区公民館において、長崎国際
大学RACがホストクラブとして
リーダーシップフォーラムが開催されました。
地区のRAC8クラブ20名のローターアクター、
伊万里RCの古賀秀仁地区ローターアクト委員
長、及び佐世保RCから長島正会長、西村さ
ん、増本さん、髙瀬さん、私の5名が参加いた
しました。

■次期幹事	 増本　一也さん
役員交代式ご出席のお願い
　6月29日㈯の役員交代式及び
懇親会のご出席のお願いをさせ
て頂きます。5月末日を〆切り
とさせて頂いてますが、まだお
返事の無い方もおられますので、是非、ご出
席のお返事をお願いします。石井会長の晴れ
舞台という事で、皆様のご支援を重ねてよろ
しくお願い致します。

� 親睦活動委員会　前田　勇人さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、米倉　洋一郎さん
井手　常博さん
　山下　淳司様の卓話に期待して。

大神　邦明さん
　先週の私共の大新技研株式会社企業訪問あ
りがとうございました。少しはご理解いただ
けたでしょうか。

　やはり梅ヶ枝酒造、この方ですかねー。

芹野　隆英さん
　7月4日独立記念日に米海軍佐世保基地で行
われる恒例の花火ですが、今年は予算の都合
で無くなると聞き、急きょ寄付金を募ったと
ころ、目標の100万円を超えて134万円集まっ
たので、その全額を先月31日に米海軍佐世保
基地に寄付いたしました。
　ご協力いただいた、ロータリークラブメン
バーの方、本当にありがとうございました。
ニコニコします。

福田　金治さん
　先月、永年会員表彰をもらいましたので！

『最近の中国事情と今後の見通し』
　　～上海の状況を中心に～

　㈱十八銀行法人ソリューション部
　　業務役　山下　淳司	様
　　（前 長崎上海事業部副所長）

1．反日運動の実態とその後
⑴反日デモについて
　・�デモ、暴動が起きたのは事実だが、在中
邦人は平穏かつ冷静　　

　・日中におけるマスコミ報道
⑵今回の反日デモの意味
　・�キーワードとしての「官製デモ」「ガス抜
き」「政治闘争」

⑶今後の影響
　・�経済的影響の懸念→不買運動、カントリ
ーリスク論の再燃による進出や貿易の失
速（チャイナ+１）

　・中国人の子供たちの反日感情の増大
　・長崎県の事業の動き
⑷終息時期と落としどころ
　・�日中国交正常化以降最悪の状況。しばら
くは回復しない？

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　10,000 円

� 累　　計� 874,000 円

◇

卓　　話
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　・�それでも、日本企業にとって中国は魅力
的な市場

　・�落としどころとしての「棚上げ」と「共
同開発」

２．PM2.5の猛威
●北京市の対策
◦�大気汚染条例を7月に制定し、対策を強化。
◦�産業調整を強化、落後した生産能力の淘汰
加速、域外への移転、クリーンエネルギー
の推進
◦�自動車排ガス規制強化、排ガス性能の劣る
「黄ラベル車」の淘汰、自動車燃料の品質
向上、ナンバー規制の継続
◦�北京市・天津市・河北省が広域連携により
共同で観測や対策に取り組む。
◦�大気予報システムを構築し、早期警報を実
現。汚染が激しい時は、緊急措置を発動
し、工場の生産、建設工事、自動車利用を
制限（罰則付き）
◦�植林をさらに拡大→�2015年までにPM2.5を
6%削減、環境基準達成は2030年。当面は厳
しい汚染が続く見通し。

●中国政府の課題
◦�先進国が、長い期間に順次、一つ一つの環境
問題を認識し、解決してきたが、中国は、急
速な経済発展の途上に、様々な問題に同時に
取り組まなければならない困難に直面。
◦�他方、後発の利益を生かし、他国の政策経
験や、既存の技術を活用できる利点も。
◦�環境問題の解決は、社会の安定を維持する
上で最重要課題の一つ。党大会で、政治、
経済、社会、文化と同列に「生態文明の建
設」を位置づけ、「美しい中国」の実現を
目標に掲げる。

３．鳥インフルエンザの流行とその実態
●感染状況
� 上海では生きた鳥の交易市場を閉鎖したた
め、感染拡大は抑制されている。　
� 4/21以降、新たな感染者は確認されていな
い。（※4/29時事速報）

（今週の担当　黒木　政純）
（カメラ担当　圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀬　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

＊6月  例会予定＊

　6月19日� クラブ協議会

　6月26日� クラブ協議会

�浙江省においては、家禽類の飼育業者が多す
ぎるため、交易市場での売買禁止を行ってお
らず、上海と比べると今後において感染者が
拡大する可能性がある。（※4/25説明会時点）

●感染者情報
　感染者の平均年齢64歳、子供も4人が感染し
たが、子供4人は全員回復している。傾向とし
ては高齢者の致死率が高いが因果関係は明確
ではない。

●上海市内での病院の対応
　外資系医療機関では38℃以上の発熱の場合
には、来院を拒否される場合がある。中国の
発熱外来の設置されている医療機関へ行くよ
う勧められる模様。

●タミフルの効果
　インフルエンザウイルスを殺すのではなく、ウイ
ルスの増殖を抑える効果しかない。早期に投与
（48時間以内）しないと、あまり効果が望めない。
　初期発見・治療が遅れると危険、発症して
重症化するまでのスピードが速い。

４．長崎県内企業の動き
⑴�日本（長崎）の現状に危機感を持った企業の増加
　長崎という立地に注目したアジア展開
⑵体力のあるうちに中国（海外）展開を図る
⑶従業員のモチベーション向上を意図
⑷中国を市場としてとらえた進出の増加
　①�中国展開の成功で、第2ステップを検討し
ている企業の増加

　②�中国地方政府との提携をきっかけに中国
市場展開を図る


