
⑶社会減【転入-転出】
　・ 転入数（H21〜25平均）：10,232人/年
　・ 転出数（H21〜25平均）：11,018人/年
　・ 社会減（H21〜25平均）：    786人/年

２．佐世保市の人口減少対策
⑴「自然増」に向けた対応
　①未婚率解消への取り組み
　　・させぼdeまちコン
　　・キューピットde婚活サポート
　②子育て環境の充実
　　・子育て相談体制の充実
　　・保護者の就労支援
　　・子育て世帯の経済的支援
⑵「社会増」に向けた対応
　①成長戦略の６本の柱
　　・観光の振興
　　・企業立地の推進
　　・基地との共存共生
　　・農水産業の振興
　　・中心市街地活性化の推進
　　・国際戦略の推進
　②安全・安心なまち
　③地域の絆

３．佐世保の未来へツナグ取り組み
　①平成28年度に中核市へ移行します
　　〜『連携中枢都市圏構想』を目指して〜
　　・ 行政サービスを充実させ、市民満足度の

さらなる向上を図る。
　　・ ひと（市民）が中心の自立したまちづくり

を目指す。
　　・ 長崎県北または西九州北部地域の拠点と

『佐世保市における
　地方創生の取り組みについて』

　佐世保市企画部長
　　　中島　勝利 様

１．佐世保市の現状
　佐世保市の将来人口の予測

※国立社会保障・人口問題研究所(H25.3推計）

⑴人口減少（急減）社会
　・年少人口は1960年（S35）から減少傾向
　・ 2005年（H12）に死亡数が出生数を上回り、

自然減に転じる。
　・ 今から26年後の2040年、20万人を割り、

2010年時点の約1/4もの人口が減る。
　・ 労働人口の割合が減り、高齢者人口の割合

が増える。
⑵自然減【出生-死亡】
　・ 出生数（H21〜25平均）：2,385人/年
　・ 死亡数（H21〜25平均）：3,015人/年
　・ 自然減（H21〜25平均）：  630人/年

（1）

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

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,000　回例会　　　　　　　　　　　NO　27 5 20 3,167 42

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　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・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率　　　　％

75

74

23

23

47 10 0

16

18

16

62.66

100.0051 7

卓　　話



して、圏域全体の発展をけん引する中心
的な役割を担う。

　② 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』の策定
に向けて

　　・ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望を
叶える

　　・ 東京一極集中の是正
　　・ 地域の特性に則した課題解決
　③ “キラっ都”佐世保応援寄附金（ふるさと納税）
　　・ 佐世保の美しい自然や文化といった宝物

を守り、個性と魅力にあふれた「ふるさ
と佐世保」をつくり育てていく。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保市企画部長 中島　勝利 様

 副会長　平尾　幸一
　昨年の5月8日、元総務大臣を
務めた増田寛也さんが座長を務
める、日本創成会議・人口減少
問題検討分科会が、成長を続け
る21世紀のために「ストップ少
子化・地方元気戦略」、いわゆる増田レポート
を発表されました。
　日本の総人口が減少し続けていることは、皆
さんご存知と思いますが、人口減少の原因の一
つは出生率の低下にあります。2012年の日本全
体の出生率は1.41で、2025年には1.8まで高める
ことが目標です。長崎県は1.63で、都道府県で5
番目に高い出生率でありますが、東京都は1.09
で全国最低にあります。その出生率が全国最低
の東京都へ、地方から若者たちが移動していく
という構図を打破しないと、人口減少に歯止め
がかからない訳です。
　スウェーデンでは、1999年から2010年までの
11年間で、出生率が1.50から1.98まで上昇させ
ており、出生率1.8という数字は日本でも達成で
きない数字ではないと思います。佐世保市にお
いても、20〜39歳までの若い女性人口をキープ
することが重要です。
　本日の卓話で、佐世保市の中島部長から、関

連する対策、企画についてお話があるというこ
とでありますので、皆さん、楽しみにお待ちく
ださい。

 幹事　納所　佳民
１．（公財）ロータリー米山記念奨学会
 理事長 小沢　一彦さん
　 米山功労クラブ感謝状
　2015年4月現在　第74回表彰

２．ガバナーエレクト事務所
　 地区研修・協議会　クラブ奉仕部門で使用さ

れたDVDが届きました。
　「ようこそロータリーへ」１枚

３．2014-2015年度ガバナーエレクト
 太田　善久さん
　　インターアクト地区委員長 奥村　　豊さん
　　ホストクラブ会長エレクト
 大坪　恵介さん(佐賀RC)
　�2015-2016年度�インターアクト年次大会の
　ご案内
　　期日／平成27年8月1日㈯〜8月2日㈰
　　メイン会場／ 佐賀清和高等学校

（開・閉会式、分科会、その他）
　宿泊施設／ 観光ホテル朝風、サガシティホテ

ル、四季彩ホテル千代田館、たつ
み旅館

　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
　提唱クラブ協力金（1クラブにつき） 70,000円
　登録締め切り日／平成27年6月19日㈮

４．佐世保学園
　 2015-16年度 意見発表会の賞品等について
（ご依頼）

５．委員会配属について
　 5月13日入会の筒井和彦さんは、親睦活動、

出席・例会の配属となっております。

６．事務局員休日について
　 5月25日㈪お休みさせて頂きます。ご用があ

れば、幹事までお願いします。
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■資金推進・財団・米山委員会
 委員長　幸良　秋夫
　佐保　榮さんより、ロータリ
ー財団、友愛基金へ寄附をいた
だきました。
　ありがとうございました。

■職業奉仕委員会 委員長　梅村　良輔
　本日の職場訪問のご案内を申
しあげます。午後2時より、佐世
保市立総合病院救命救急センタ
ーを見学いたします。まだ空き
がございますので、是非ご出席
ください。
　集合場所は、総合病院外来待合のホールとな
っています。

■ローターアクト委員会 大神　吉史
①�長崎国際大学ローターアクト
例会　参加報告

　過日5月14日、ホテルオークラ
JRハウステンボスにて第116回例
会が開催されました。例会には河
原忠徳さんと大神、2名参加いたしました。
　メインテーマでは、新人ならびに新人に近い
アクターがローターアクトに関する知識を深め
る為、田本会長ならびに堤幹事がリーダーシッ
プフォーラムで学んだ事を問題形式にして勉強
会を行っていました。そこで、河原さんもテス
トを受けられていました。ローターアクト委員
なので、きっと良い点数を取られていたのでは
ないかと思います。
　なお、現在の登録人数は19名であり、2名は
海外留学中です。今後とも委員会を中心に楽し
い例会づくりを行っていく事としております。

②�長崎国際大学ローターアクトクラブ�通常例会
について

　日時／平成27年5月28日㈭　点鐘 18:30
　会場／長崎国際大学　食堂
　登録料／1,500円
　メークアップ登録になりますので、ぜひとも
ご参加いただきますようお願い申しあげます。

 朗遊会幹事　坂本　　敏
　８RC親睦ゴルフ大会の組み合わせ表をメール
にて配信しております。お間違えないように!!

 出席委員会　田口　恵介
◯永年会員表彰
　松本　英介さん（40年）
　福田　金治さん（38年）
　大神　邦明さん（30年）

◯出席100％表彰
　米倉洋一郎さん（26回）
　有薗　良太さん（13回）
　平尾　幸一さん（8回）
　中川　知之さん（4回）
　圡井　弘志さん（4回）
　坂本　　敏さん（4回）

 親睦活動委員会　松本　淳也
平尾　幸一さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、松本　由明さん
古賀　　巖さん、坂本　　敏さん
佐々木秀也さん、橘髙　克和さん
増本　一也さん、梅村　良輔さん
　佐世保市企画部部長 中島勝利様の卓話に期待
して。

円田　　昭会長
　本日、出張の為欠席致します。平尾副会長、
宜しくお願いします。黒木委員長、職場訪問に
参加できずに申し訳ございません。
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松本　英介さん、大神　邦明さん
米倉洋一郎さん、有薗　良太さん
平尾　幸一さん、中川　知之さん
圡井　弘志さん、坂本　　敏さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありがと
うございます。

加納洋二郎さん
　誕生祝いありがとうございました。

＊6月  例会卓話者予定＊

 6 月 3 日 新会員　古賀　久貴さん
 ㈻古賀学園　大宮幼稚園理事長　

 6 月10日 新会員　石田　謙二さん
 長崎新聞社　佐世保支社長

 6 月17日 クラブ協議会

 6 月24日 クラブ協議会人「むすび会」
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／6月3日㈬　17:15〜　予定
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月28日㈭　18:30〜
会場／長崎国際大学　食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（4）
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副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　中川　知之）

ニコニコボックス 本日合計 　20,000 円

 累　　計 948,000 円

◇

職場訪問
日時／平成27年5月20日㈬　14:00～ 見学会
場所／佐世保市立総合病院 救命救急センター
参加人数／21人


