
　　2005年：6兆8,000億円
　　（ 新聞1兆円、TV2兆円、チラシなど

PM広告2兆6,000億円、雑誌4,000億
円、ネット3,000億円など)

　　2014年：6兆1,000億円
　　（ 新聞6,000億円、TV1兆8,000億円、

チラシなどPM広告2兆1,000億円、雑
誌2,000億円、ネット1兆円)

　　構成比：新聞15.2％ → 9.8％
　　　　　　ネット5.6％ → 17.1％

　◎新聞のよさ(魅力)と現実
　◦   「知的である」「安心できる」「情報が

正確である」「情報の信頼性が高い」
「教養を高めるのに役立つ」「地域に密
着している」

　◦ 新聞を読む頻度が多い子どもほど全国
学力テストの正答率が高い

　　※ 年齢別新聞閲覧時間は若年齢ほど少
ない

　　 15〜19歳は平均10分。平日は読まない
が8％も。70歳代は40分

（いずれも「データブック日本の新聞2015」から）

　◎より必要とされる商品に
　※若い世代対策
　◦ 学校教育などで新聞を教材として活用

してもらう活動(NIE)、仕事で新聞を活
用してもらう活動(NIB)

　◦ 「 子ども新聞」の発行…小中学生向けだ
がお年寄りにも読み（理解し）やすい

『新聞社で働いて』

　新会員　石田　謙二さん
　㈱長崎新聞社 佐世保支社長　

■新聞の状況
　◎�読者の高齢化、ネット普及などに伴う部
数減

　◦ 日本新聞協会に加盟している新聞社104社
　　（2015年3月）
　◦ 新聞総発行部数
　　 2004年10月時点 5,300万部
　　（１世帯あたり1.06部)
　　 2014年10月時点 4,536万部
　　（１世帯あたり0.83部)
　※ 朝刊・夕刊セットを１部とカウント、世

帯数は増加
（数字は「データブック日本の新聞2015」から）

　◎県内の部数�40万
　 長崎18万、西日本6万、読売6万、朝日4

万、毎日4万、日経1万
　◎佐世保の部数�7万8千
　 西日本、長崎1万8千、読売、朝日、毎日、

日経
（数字は2014年10月の日本ABC協会データから）

　◎ネットの伸長で広告減
　◦総広告費

（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 6 10 3,170 45

《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　　　　％

74

75

23

23

45 10 1

14

19

14

60.80

100.0051 10

卓　　話



　◦ 長崎新聞は創刊126周年。輪転機2基を
順次更新し8月から全面稼働。カラー面
が従来の12面から16面に増加、より鮮
明に。9月から「子ども新聞」を毎週末
発行。暮らしの情報面を常時2ページ
に、地域情報をより詳しく(人気のおく
やみに加え、人事情報を厚くetc)

　★「 長崎の新聞」→ 長崎時事新聞社（佐
世保）と1968（昭和43）年に合併 →「県
産紙」

〈参考〉
【長崎新聞綱領】
　①言論の自由を確保するとともに、新聞
の公共性と使命感を忘れず、不偏不党、厳
正公平な立場を堅持する ②真実を公正敏速
に報道し、進歩的かつ清新な評論を掲げる 
③県民の幸福のために献身し、地方産業経
済の発展と地方文化の向上に寄与する

【1968年以降 歴代の佐世保支社長】
　68中川治幸→70池本良和→71木下大

た む お

六男
→72長井儀一→78岩永 久→？大野三千男
→82品川 登→89江添 修→91徳川政俊→93
堀 昭（佐世保出身）→本田貞勝→2001梅原絋
児→04田川邦男（佐世保出身）→07出田研吾
→08才木邦夫→12池本仁史→14石田謙二

■何をしてきたか
　◎�1981年入社以来、2014年12月まで編集
ひと筋

　 報道部（82年の長崎大水害、原爆報道）
→86大瀬戸（現西海）支局(池島炭鉱縮小
へ、まちおこし活発）→89東彼支局（石木
ダム問題、波佐見の活況、長崎自動車道
開通）→93報道部（戦後・被爆50年、HTB
破綻、銀行再編）→2007佐世保支社（散弾
銃乱射事件、辻産業破綻、生月漁船転覆
事故、HTB再生）→10生活文化部→14佐
世保支社

■何を考えてきたか
　◎権力の監視、癒着しない

　◎ ジャーナリズム（事実と真実、公平、客
観と主観）

　◎�正確な報道、分かりやすい報道、きめ
細かい報道

■業務以外にしてきたこと
　◎組合活動（マスコミ文化共闘会議も）
　◎市民運動
　※ 記者は運動を報道するだけでいいの

か、一市民としても行動すべきだ

■新聞社に入るまで
　五島の農家の長男→中学高校では確とし
た将来展望なし→「とにかく大学まで行こ
う」→高校3年の秋まで部活をしていたこと
もあって受験に失敗し浪人→当初は理系だ
ったが苦手科目を落とした結果、受験先が
制約されて山口大へ→在学時にNHK山口で
ニュース取材のバイト、新聞社の記者と知
り合いマスコミに関心→長崎新聞社へ

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　有田RC　岩尾　慶一さん

	 SAA　加納洋二郎
　本日は会長不在のため、　
SAAの私が会長代理を務めさ
せて戴きます。先般より平尾
副会長により、会長不在の際
の職務代行順位が作成されて
おりましたが突然の事態によりここに立た
せて頂きます。
　私は先々週より先週まで海外出張致して
おりました。九州の梅雨入りも海外の衛星
放送によって知ったわけですが、帰国して
みて感じたことは、あのジメジメした梅雨
ではなく、むしろ6月になって肌寒さを感
じるくらいで、これも異常気象かなと思っ
たりします。
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　四季のある日本でも夏と冬の季節の二極
化が感じられ、経済も同様に二極化の傾向
が見受けられます。私たちも時代の傾向の
変化に乗り遅れないように勉強しなければ
と思います。
　今年度ＳＡＡを務めさせて戴き、残すとこ
ろひと月を切るところとなりました。ちょ
っと影がうすかったＳＡＡではありました
が、本日は良い機会を作って戴きました。
最後まで皆様の例会運営へのご協力を宜し
くお願い致します。
　最後になりましたが、有薗会員より忌明
けのご寄付を頂戴致しましたので、謹んで
友愛基金への組み入れとさせて戴きますこ
とを皆様にご報告致します。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー元理事
　　2014-15年度国際ポリオプラス委員会委員
	 黒田　正宏さん
　「�全国ロータリー・ポリオプラスプログラム
研修セミナー」の登録について

　　日時／2015年8月23日㈰　10:00〜16:00
　　会場／増上寺（講堂）
　　　　　　東京都港区芝公園4-7-35

　　登録料／8,000円（昼食弁当付き）
　　参加対象者／ 撲滅に関心をもつすべて

のロータリアン
　　事務局／ 東京愛宕RC内

２．	研究会委員長/RIローターアクト・インター
アクト委員	 	三木　　明さん

　　RID2650ガバナー	 北河原公敬さん
	 （京都）
　�第4回全国インターアクト研究会並びに第2
回地区インターアクト委員長会議のご案内

　　日時／2015年9月25日㈮　
　　　　受付 12:00〜　開会 13:00
　　　　懇親会 18:30〜20:30
　　会場／ 研究会：京都市国際交流会館
　　　　　　（京都市左京区粟田口鳥居町2-1）

　　登録料／研究会：ロータリアン 15,000円
　　　　　　　　　　顧問 10,000円
　　　　　　懇親会：5,000円
　　登録／ 地区ごとにご集計・ご入力の上、

6月30日㈫迄に
　　登録先／ 第2650地区ガバナー/ガバナー

エレクト事務所（担当：進藤）
　　問合せ／ 第2650地区ガバナー/ガバナー

エレクト事務所（担当：進藤）
TEL 075-343-2650

３．国際ロータリー
　�規定審議会のための追加会費の増額について
お知らせ

　　 一人あたり1ドルから1ドル50セントに
増額

４．平戸ロータリークラブ
	 会長	　森　　幸雄さん
　　RYLA実行委員長	 池田　直彦さん
　 第36回RYLA参加のお礼が届いております。

■次年度地区ガバナー	 大神　邦明
　太田善久ガバナーエレクト
が5月25日に脳内出血で倒れ
られました。佐賀大学病院で
手術され、6月5日現在もICU
におられます。6月18日パス
トガバナー会が開かれ、今後の事を協議さ
れると連絡がありました。

■次年度幹事	 芹野　隆英
　第6回期前理事会を明日6月
11日18:30より「かおり」で開
催します。出席をよろしくお
願いします。

幹 事 報 告

次年度報告
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	 会長エレクト　田中丸善弥
　以前、佐世保ロータリークラ
ブ交換留学制度で、佐世保に
留学してこられましたメキシ
コ出身のマリア・ファロミルさ
んが「結婚しました」という
事で、先日メールをいただきました。写真
を添付して回覧いたしますので、ご覧くだ
さい。

 朗遊会幹事　坂本　　敏
　6月13日㈯、役員交代式記念コンペを佐世
保カントリー倶楽部にて行います。11:12スタ
ートですので、遅れないようお願いします。
　当日はスルーですので、お食事は茶屋で
お願いします。

 城島　一彦
　このたび人事異動により転
勤となりました。平成24年8
月入会以来、約 3 年間にわた
り奉仕の理想を実践すべく会
長をはじめ、会員の皆様に温
かいご指導、ご鞭撻を賜わりましたことは
私のかけがえのない財産となりました。心
からお礼申しあげます。

■社会奉仕委員会	 委員長　遠田　公夫
　6月7日㈰、市民大清掃に合
わせ、空き缶回収キャンペー
ンという社会奉仕委員会最後
の活動をして参りました。次
年度 田中丸会長他11名の参加
ありがとうございます。

■ローターアクト委員会	委員長　増本　一也
国際ロータリー第2740地区
ローターアクト第33回年次大会
の報告
　開催日／ 平成27年6月6日㈯

･7日㈰
　会場／ 割烹「清川」（佐賀県鹿島市）

　ホスト／鹿島ローターアクトクラブ
　提　唱／鹿島ロータリークラブ
　 大会テーマ／『一期一笑』
　　　　　　（出会いは辛口、笑顔は甘口）
　参加者／ 長崎国際大学RAC：田本会長他

計9名参加
　　　　　 佐世保RC：増本一也（RA委員

長）・大神吉史（RA副委員長）
　　　　　2名参加
　参加クラブ数／9クラブ
　　 ①長崎国際大学RAC ②佐世保東RAC 

③長崎東RAC ④鹿島RAC ⑤島原RAC 
⑥唐津東RAC ⑦長崎RAC ⑧諫早RAC 
⑨長崎北RAC

■次年度青少年奉仕委員会
	 委員長　坂本　　敏
西海学園インターアクト定例会
報告
　定例日／2015年6月3日㈬
　　　　　16:40〜17:10
　会場／インターアクト部室
　　　　（記念館5F）

　6月18日㈭ 13:30〜16:00に、老人ホーム 
清風園（大和町）を訪問します。準備をして
成功させましょう。
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ーを一言で言うならば」で思っていること
は、「大いなる志と信念を持った異業種の集
団あり、公私を超えて友情を深められる集
いの場」であるということです。しかし、
これもさらにロータリーを深く知っていく中
で随時変わっていくものだと思っています。

 親睦活動委員会　古賀　　巖

有田RC　岩尾　慶一さん
　お世話になります。所用により早退致し
ます。

納所　佳民さん、髙瀨　宏滋さん
前田　文智さん、小川信次郎さん
長島　　正さん、坂元　　崇さん
大神　吉史さん、松原　　健さん
城島　一彦さん、橘髙　克和さん
富永　雅弘さん、米倉洋一郎さん
梅村　良輔さん、中川　知之さん
吉澤　俊介さん、圡井　弘志さん
　石田謙二さんの卓話に期待して、ニコニ
コします。

田口　恵介さん
　現在、商工中金佐世保支店におきまし
て、佐世保西高の教諭で、著名な画家でも
ある小野大輔氏の絵画展を開催中です。
　併せて個人向け定期預金キャンペーンも
やっています。この機会にぜひお立ち寄り
ください。

城島　一彦さん
　人事異動により転勤になり、本日までの
出席となりました。平成24年8月入会後、約
3年間大変お世話になりました。今後とも宜
しくお願いいたします。

円田　三郎さん池田　　豊さん
有薗　良太さん
　誕生祝いありがとうございました。

　最後となりましたが、歴史と伝統のある
佐世保ロータリークラブの今後益々のご発展
と会員の皆様のご健勝、ご家族のご多幸を
祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

	 親睦活動委員会　田口　恵介
◯今月の誕生祝い
　有薗　良太さん（4日）
　池田　　豊さん（8日）
　円田　三郎さん（9日）
　岡　　英樹さん（22日）

	 出席例会委員会　松尾　　貴
　「ロータリーの友６月号」の
友愛の広場より、丸亀RCの
横田龍男さんの「ロータリー
を一言で言うならば」をご紹
介致します。
　まず内容に入る前に、私も含め多くの入
会間もない会員が増えております。実際に
入会3年以内の会員は21名で全体の28％、
約3割の方々がいらっしゃいます。諸先輩
方々は別として、当然この3割近い会員は、
この「ロータリーを一言で言うならば」と
いう非常に難しい問いかけに戸惑いを覚え
ているのではないでしょうか？

（ロータリーの友 6 月号　P.62〜63）
　ちなみに、若輩者の私が現在「ロータリ
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

＊6〜7月  例会予定＊

 6 月24日 クラブ協議会

 7 月 1 日 クラブ協議会

 7 月 8 日 クラブ協議会

 7 月15日 大神邦明ガバナー補佐訪問

（今週の担当　中川　知之）
（カメラ担当　岡村　一郎）

ニコニコボックス 本日合計 23,000 円

 累　　計 1,032,000 円

◇

空き缶回収キャンペーン　平成27年6月7日㈰

参加された会員のみなさま、お疲れ様でした

 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17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／6月25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。


