
◦ 一人当たり県民所得が長年にわたり低迷する
という本県経済の現状を打開し、力強い産業
を育て、県民の皆様の働く場を創出し、地域
に活力を取り戻すために、成長につながる付
加価値の高い産業群を構築できるよう、対策
を講じる。

◦ 今回の県民所得向上対策に係る平成27年度の
経済波及効果額を県民所得で約779億円とす
る具体的な数値目標を掲げる。

◦ 今後、目標達成に向けて、民間の方々の積極
的な事業活動も促進しながら、各種施策を戦
略的に展開する。併せて、今回お示しした施
策に加え、今後、国の成長戦略も積極的に取
り込みながら、一人当たり県民所得の向上を
目指す政策群を更に強化する。

●農業の現状と今後の展開
○みかん

〔現状〕
・ 光センサー選果機（糖度・酸・外観を瞬時に測

定）による選果
 ・ 全園シートマルチによるブランド果実の生産

〔展開〕
・園地の流動化による経営規模拡大
・ 中長期的な渇水対策の検討（畑地潅がい事業）
・雇用対策（地域人づくり事業）

○いちご
〔現状〕
・ 高収益性品種「ゆめのか」面積4.16ha（シェ

ア25％）
・ 「ゆめのか」さちのか比116％の単収・売り上

げ45万円/10a 程度多い（4月中旬現在）

〔展開〕

『県北地域の活性化について』

　長崎県県北振興局長
　　　　辻本　政美	様

⑴ 県北地域の姿
●県北管内の姿
　◦県北管内人口は県全域人口の概ね３割
　　面積：1,259㎢　　人口：40.8万人
　◦県北管内産出額は県全域の概ね２〜４割
　　農　業：131億5,600万円
　　水産業：231億5,600万円
　　工　業：4,516億3,500万円
　◦ 長崎県の人口減少率は全国第２位（減少数

は１位）
　　昭和35年 1,760,421人
　　 → 平成22年 1,426,594人（減少率19％）
　◦県内離島では６割減少
　　昭和35年 327,596人
　　 → 平成22年 136,983人（減少率58.2％）

●県北管内の人口推移
　◦ 昭和30年（641,761人）をピークに急激に減少。
  　　昭和30年 641,761人
  　　昭和55年 470,447人
  　　平成22年 407,556人
　◦ 人口減少の主な理由は、一般的な過疎化の

進行と代表的産業であった石炭産業の衰退。
　◦ 長崎県・県北管内の人口減少は全国を上回

るペース。

⑵ 県民所得向上対策の概要
● 県民所得向上対策の基本的考え方
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 ・ 農林漁業体験や民泊（農漁家に宿泊）を提供す
る全国有数の「まつうら党交流公社」の活躍
→ 体験型観光の西の横綱

　
〔新しい取り組み〕
・「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
　 平成25年度はブランドコンセプト及び事業計

画等の策定を実施。今後、滞在プログラム企
画造成、観光バス整備等を実施予定。

・『長崎和牛  Ａ級グルメ』
　「 提督のステーキバーグ」「海軍サンド」
　平成25年11月１日販売開始
　 今後、長崎和牛グルメと地元アイテムとのコ

ラボを検討。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　大村RC 　会長　俣野　正仁さん
 竹房　政美さん
　佐世保南RC 太田　博道さん
 石塚伊知郎さん

　

大村RC　会長　俣野　正仁さん
　本年、大村RC会
長をさせて頂きます
俣野でございます。
入会15年目ではござ
いますが勉強不足で
あり、皆様に支えて
頂きながら何とか1年間を無事に務めたいと思い
ますので何卒宜しくお願い致します。
　さて大村RCは、佐世保RC様にスポンサーと
なって頂き、創立55周年を迎えました。これも
偏に親クラブである佐世保RC様のお蔭と感謝
申しあげます。ありがとうございます。
　早速ではございますが、宮城県石巻市で被災に
遭った道場で柔道を頑張っている選手6名とコー
チ1名をお招きし、心のケアを目的に柔道を通し
た交流を8月1日〜4日に行います。これは大村ク
ラブと仙台宮城野クラブ20周年の合同記念事業と
して実施するものです。当日は柔道の交流のみな
らず、夏越まつり総踊りにも参加致します。
　また、式典祝賀会は、平成27年度4月26日、
薬師寺の管主 山田法胤先生を講師としてお迎
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・「ゆめのか」面積拡大
　　Ｈ26年度目標→いちごの50％のシェア
・増収技術（炭酸ガス発生装置等）の導入推進
　
○加工用たまねぎ

〔現状〕
・H26年産収穫面積は前年比229％
・ 県北地域加工業務用産地育成協議会をH25年5

月に設立
・ 県単事業等により移植機・収穫機・ピッカー

等を導入
〔展開〕
・ 機械化一貫体系や出荷用鉄コンテナ導入と一

体化した生産拡大支援
・単収向上による収益性向上支援
　
○肉用牛

〔現状〕
・黒毛和種繁殖雌牛　8,764頭
・ 肥育牛（黒毛和種含む）4,250頭（H25.4.1現在）

〔展開〕
・耕作放棄地を活用した放牧面積の拡大
・規模拡大志向農家への積極的支援
　
●水産業の現状と今後の展開

〔現状〕
・県内最大の漁業地域
・ 全国一位の生産量（養殖トラフグ、煮干し加

工品）
・ 全国有数の拠点市場（佐世保魚市場、松浦魚

市場）
〔課題〕
・ 原価の低迷（産地価格は10年前の1〜2割安）
・ 燃油価格の高騰（A重油価格は10年前の2倍

以上）
・ 漁場環境の変化（磯焼けの進行、赤潮発生等）
・ 漁業生産構造の変化（漁業就業者は10年前よ

り3割減、約45％が60歳以上）
　
●観光業の現状と今後の展開

〔現状〕
・ 島の密度日本一の九十九島、世界遺産候補
（黒島天主堂等）、日本一の長崎和牛、牡蠣、
トラフグなどのグルメ、体験型観光、テーマ
パークなど、多様な観光資源が魅力の地域 →
観光客数は県下の4割

 ・ 九州観光の中核施設ハウステンボスはHISに
より好調な経営 → 3 期連続の黒字

例 会 記 録

ごあいさつ



えし市民公開の講演会を予定致しております。
　佐世保RCの皆様に於かれましては、今後と
もご指導を頂きますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

会長　円田　　昭
　6月28日の役員交代式から多く
のロータリー行事に参加させて
頂き、慌ただしくひと月が過ぎ
ようとしております。これから
はじっくりと楽しい例会運営に
注力して参りたいと考えており
ます。
　先週の宮㟢ガバナー公式訪問の折、ロータリ
ー財団への寄付を一人当たり$150のお願いをさ
れました。活動報告書52頁にも記載してある通
り、一度に$1,000となると大変ですが、「あせら
ず」「無理せず」の宮㟢ガバナー方針に則った
ものと考え、私は$100の寄付を毎月していこう
と考えております。共感して頂ける会員の皆様
のご協力をお願いする次第です。
　先週お話させて頂いた白南風が吹き、梅雨が
明けました。厳しい暑さが続くと考えられます
が、皆様におかれましては健康に留意され夏場
を乗り切って頂きたいと思います。

〔報告事項〕
◦ 7月16日㈬ 17時より西海学園のインターアクト

の例会に出席しました。長いブランクがあり
ましたので、これから顧問の教師の方と担当
委員会で指導して参りたいと考えております。

◦ 21日（月・海の日）ビーチクリーンアップに参加
しました。

 幹事　納所　佳民
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま 172号」が届いており

ます。

２．ロータリーの友事務所
　『ロータリーの友』電子版のご案内
　　電子版の閲覧方法
　　Rの友ホームページ
　　www.rotary-no-tomo.jp にアクセス

　IDとパスワードを要求する画面が出てきます。
　　ID：rotaya　　パスワード：rotary

３．ガバナーエレクト	 太田　善久さん
　　地区青少年奉仕統括委員会
	 	委員長　中島　洋三さん
　地区インターアクト委員会
	 	委員長　若杉　能將さん
　�2014-15年度インターアクトの前期指導者研修
会ご案内

　　日時／2014年9月13日㈯  13:30〜17:00
　　会場／大村 コミュニティセンター
　　　　　　　　　　　（中央公民館）
　　出席対象者／
　　・ 提唱ロータリークラブ青少年インターアク

ト委員長及び委員
　　・ 高校インターアクトクラブ顧問教諭、イン

ターアクター
　　・ 地区青少年奉仕統括委員会・インターア

クト委員会

４．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新（7月22日）のお知らせが届

いております。

５．北松浦RC	 幹事　永田　　章さん
　 2014-15年度「クラブ現況と活動計画書」が

届きました。

６．大村RC
　週報が届きました。

７．海上自衛隊佐世保地方総監	 池田　徳宏	様
　海上自衛隊佐世保音楽隊演奏会ご案内
　　日時／2014年9月6日㈯　14:00〜16:00
　　場所／アルカスSASEBO 大ホール
　　 入場ご希望の方は、海上自衛隊佐世保地方

総監部ホームページでお申し込みください。
　　　srh-kouhou@inet.msdf.mod.go.jp

８．	長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば
大会　実行委員会会長（長崎県知事）

	 中村　法道	様
 「 長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大

会」における募金について（再依頼）

幹 事 報 告
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■社会奉仕委員会	 委員長　遠田　公夫
　去る21日、鹿子前にてビーチ
クリーンアップに参加致しまし
た。円田会長を筆頭に、田中丸
ノミニー他、新入会員の「いち
よし証券」の前田さん、「西部ガ
ス」の小川さんも含め、会員14
名＋ローターアクト2名＋気持ちだけ参加の会
員 1 名、合計17名のご参加を頂きました。
18BKの松本さん、気持ちだけでも丁重なお電
話ありがとうございました。

　当日の様子を川柳風に表現致します。
①ごみ拾い　今日歩いたのは　2400歩
　これは2歩で1秒換算、つまり20分で担当エ
リア全て完了という手際の良さを表現した1句
です。
②ゴミ拾い　参加の証しは　記念写真
　6面に掲載されています写真には、歩いた歩
数1,000歩の方も3,000歩の方も平等に写ってお
ります。つまり途中経過より結果が大事という
意味で、ゴルフと同じであります。

　以上、社会奉仕委員会、平成26年度の重点事
業完了報告でした。来年6月には、残りの重点
事業、空き缶回収への参加もよろしくお願い致
します。

■資金推進・財団・米山委員会
　　委員長　幸良　秋夫
　円田　昭さんより、年次基金
へご寄付をいただきました。
　

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　福田　金治
　先週は宮㟢ガバナーの公式訪
問でしたので、「ガバナー」につ
いてお話致します。
　地区はガバナー・ノミニーをガ
バナーとして就任する日の直前
24ヵ月以上36ヵ月以内に選出しなければなりま
せん。選出されたロータリアンは「ガバナー・ノ
ミニー・デジグネート」の肩書を持ち、就任する
2年前の7月1日よりガバナー・ノミニーの肩書に
なります。さらに、就任する1年前の7月1日よ
りガバナー・エレクトの肩書になります。

■青少年奉仕委員会	 委員長　大久保利博
◯青少年活動委員会の報告
　7月11日㈮ 佐世保学園社明意
見発表会に、円田会長、納所幹
事、髙瀨副幹事、青少年活動委
員会副委員長 目黒さん、大久保
の5名で参加。
　14歳〜20歳までの生徒で、11週〜20週と短
期。生徒達の更生がすばらしかった。

◯インターアクト委員会の報告
　7月16日㈬ 17:00〜 西海学園にて第１回イン
ターアクト例会が行われました。円田会長、イ
ンターアクト・青少年活動委員長 田中さん、ロ
ーターアクト委員長 増本さん、菅沼さん、大久
保の5名で参加。
　全員が初めて、又は久しぶりの例会であった
為、これからみんなで勉強し、さらに力強いも
のにしていきたい!! まだまだ足らない事も多々
あるので、ロータリアンの参加もお待ち致して
おります。次回例会は、9月に予定しています。

■ロータリー奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　黒木　政純
RI第2740地区職業奉仕部門
セミナー開催のご案内
　日時／2014年8月30日㈯
　　　　13:30受付
　　　　14:00〜17:00
　会場／武雄センチュリーホテル
　講師／RI第2680地区 パストガバナー 
　　　　石井　良昌 様（尼崎西RC）
　出席者／ 職業奉仕委員長及びクラブ入会3年

未満の会員となっていますので、な
るべく多くの方の参加をお願い致し
ます。
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　溝口　尚則さん（9回）　
　松尾　文隆さん（9回）

 親睦活動委員会　松尾　　貴
◯結婚記念月のお祝い
　溝口　尚則・圭子さんご夫妻（29日）

 親睦活動委員会　古賀　　巖
大村RC　俣野　正仁さん、竹房　政美さん
　本日はお世話になります。本年大村RCは、佐
世保RC様にスポンサーとなって頂き55周年を
迎えることができました。誠に有り難うござい
ます。今後とも宜しくお願い申しあげます。

佐世保南RC　太田　博道さん
　昔、続

ぞく

、続
ぞく

『パイプの煙』というようなタイ
トルのエッセー集があったことを思い出してい
ます。
円田　　昭さん、納所　佳民さん
橘髙　克和さん、髙瀨　宏滋さん
田中丸善弥さん、芹野　隆英さん
平尾　幸一さん、梅村　良輔さん
佐々木秀也さん、大神　邦明さん
　県北振興局長 辻本政美様の卓話を楽しみにし
ています。

社会奉仕委員長　遠田　公夫さん
　21日のビーチクリーンアップに、多数のご参加
ありがとうございました。

　ガバナー・ノミニー・デジグネートの肩書は、
2013年の規定審議会で新しく作られました。そ
の理由は、ガバナー・ノミニーの選出期間が24
ヵ月以上36ヵ月以内と規定されているので、地
区内にガバナー・ノミニーの肩書を持った会員
が2名となるので、区別する為です。
　ガバナー・ノミニーの選出方法は、当地区で
はガバナー指名委員会の指名で選出されます。

　ガバナーになるための条件ですが、
①地区内クラブの正会員
②クラブ会長を全期務めた者
③ 1つまたはいくつかのクラブで通算7年以上

会員
④ ガバナー・エレクト研修セミナー及び国際協

議会に全期間出席した者
 
　ガバナーの主な責務は、
①地区大会を計画・主宰する
②月信を発行する

　ガバナーの任務は「ガバナーは地区で唯一の
RI役員であり、地区内のクラブを指導し監督す
るに当たってロータリーの目的を推進する任務
を課せられている」と規定されています。先日
の訪問はガバナーの任務である「地区内のクラ
ブを指導し、監督する。」を実行するために訪
問されました。
　ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内
のロータリークラブを以下のような目的をもっ
て訪問するものと定義されています。
① 重要なロータリーの問題に主眼を置き関心を

持たせる
② 弱体あるいは問題のあるクラブに特別の関心

を払う
③ ロータリアンに意欲を起こさせる奉仕活動に

参加させる
④ 個人として地区内において顕著な寄付をした

ロータリアンを表彰する

	 出席委員会　前田　文智
◯永年会員表彰
　岡　　英樹さん（36年）
　安福鴻之助さん（36年）

◯出席100%表彰
　山下　尚登さん（17回）

（5）

慶　　　祝

ニコニコボックス



長富　正博さん、古賀　　巖さん
　俣野会長のご来訪を歓迎いたします。

溝口　尚則さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

岡　　英樹さん、安福鴻之助さん
山下　尚登さん、溝口　尚則さん
松尾　文隆さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありがと
うございます。

古賀　　巖さん
　本日、入口でおもしろい挨拶がありました。
「お久しぶりです」とお互い声をかけておられ
ました。大神邦明さんと大神吉史さん親子の会
話でした。大丈夫でしょうか。

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
「われは海の子」合唱

（6）

クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史

＊8月  例会予定＊

 8月 6 日 ㈱まるきん　
 代表取締役社長 草野　 剛

たけし

 様

 8月13日　指定休会

 8月20日 マットサイエンスインストラクター・
 オリーブオイルマスターソムリエ
  渡邉美喜子 様

 8月27日　2014ミス・ユニバース・ジャパン代表
  辻　　恵子 様
　　　　　　　　　　　　　 （長崎国際大学生）

2014～2015年度 テーマ LIGHT UP ROTARY　̶ ロータリーに輝きを ̶
2014～2015年度 R.I.会長 ゲイリー C.K. ホァン （台湾・台北RC）

会　長：円田　　昭　　　幹　事：納所　佳民
事務所：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：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　岡村　一郎）

ニコニコボックス 本日合計 　26,000 円

 累　　計 149,000 円

◇

長崎国際大学RACとの交流会
2014年7月23日（水）　ホテルローレライにて

　新会員の増えた長崎国際大学RACとの交流会を、7月
23日㈬に実施しました。会場は、ホテルローレライ
で、カニ（crab）の食べ放題でした。
　これが、本当のクラブ活動だなどと言いながら、楽し
い時間を過ごす事が出来ました。

歌の時間

ビーチクリーンアップ
2014年7月21日（月・海の日）　鹿子前にて

参加された皆様、
　お疲れ様でした


