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 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。今月は経済
と地域社会の発展月間・米山
月間となっております。ご承
知の通りロータリーの目的
は、日々の仕事を通じて世の
中に貢献する為に、奉仕の心
を育て向上させることです。職業奉仕を通
じて社会のニーズを満たすことになろうか
と思います。それにより自己の職業の品位
と道徳的水準を高めることに他なりません。
社会人として真っ当に生きて行く為には、
過去に学び、未来を予測することが必要で
す。そういう意味でもロータリー「四つの
テスト」は非常に良く出来た基準の一つと
考えられます。

　1）真実かどうか
　2）みんなに公平か
　3）好意と友情を深めるか
　4）みんなのためになるかどうか

　作成者；RI元会長ハーバート	J.テイラー氏
考案（1932年）で自身の会社の再建のモラル
向上の為のものをロータリーが譲り受けた
そうです。職業奉仕の理想を日常的に実践
するようクラブの参加を強調する為、RIが
毎年10月をこの月間と定めているそうで
す。今一度、確認して頂ければ幸いです。
　また、先日の9月11日㈮、市内8RC会長・
幹事会で、我が第5グループ大神ガバナー
補佐より（第6グループ古賀ガバナー補佐と

協議の結果）、今年度IM（インターシティー
ミーティング）は実施しません…と方針の伝
達がありました。各クラブでIMのパワーを
其々の事業に振り分けてくださいとのこと
でした。
　道行く方々の服装も秋の装いとなり、街
では「よさこい」（10月16･17･18日）、「させ
ぼくんち」（11月1〜3日）も控えておりま
す。いよいよ楽しい秋の本番です。

〔第4回理事会報告〕
1．	新会員研修会及び歓迎懇親会の予算及び
実施内容について

2．	創立65周年観月例会並びにサンセットク
ルージング決算について

3．	長崎県共同募金運動への協力について
4．	地区大会について
　	平成27年11月14日㈯　本会議・懇親会
5．	11月例会プログラムについて
6．	第5回理事会等の日程について
　	日時／平成27年11月4日㈬	11:00〜
　	会場／玉屋7階「玉昇庵」
7．	第3回理事会議事録の確認

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　佐世保市長	 朝長　則男	様
◯ゲスト
　佐世保市総務部秘書課	 長
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■国際ロータリー第2740地区
 第5グループガバナー補佐　大神　邦明
第5、6グループ本年度IMに
ついて
　本年度の第5、6グループの
IMについては開催をしない事
と致しました。
　グループ内での調整に時間を要し連絡が
遅れた事をお詫び申しあげます。9月11日
㈮、佐世保市内8RC会長・幹事会へ、第6グ
ループ古賀ガバナー補佐と２人で出席して、
下記の理由で開催しない事を説明いたしま
したところ、8クラブ全員の会長、幹事の
方々には異論なく承諾をいただきました。

1．	IM会催のホストクラブへの負荷が大きす
ぎ、実行費用として225万円（昨年分）と
なり、会員負担も重くなりつつある。
又、ホストクラブの人的負担も大きなもの
と言える。

2．	国際ロータリーの手続要覧の1981年に記
されているガバナー任務の奨励事項とし
て決定しているものは2004年迄は記述し
てあるが、3年後の規定審議会で決定さ
れた結果、2007年版では記述が削除され
ている。

　　奨励事項：（	1981年版手続き要覧P78	分区
内の都市連合を計画準備する。）

3．	佐世保、県北の11クラブのIM開催を次
なる段階へと進展させる機会の年として
欲しい。

　	目標としてはガバナーが提唱されている
　　1）会員増強　
　　2）人口減少への対応

以上
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彦
　佐世保公証役場		公証人

推薦者：松本　英介	会員
　　　　米倉洋一郎	会員
カウンセラー：松本　英介	会員
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

　一日も早く会員の皆様のお顔を覚えて、
親睦を深めていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。

	 幹事　芹野　隆英
１．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
 理事長　小沢　和彦さん
　	大神邦明さんへ、米山功労者第8回マル
チプル感謝状贈呈

２．ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）
 第1ゾーン　岩渕　　均さん
 第2ゾーン　竹腰　兼壽さん
 第3ゾーン　村上　有司さん
　	ロータリー財団メジャードナー顕彰午餐会
（累積1万ドル以上に感謝を込めて）のご案内
が届いております。
　　日　時／2015年12月2日㈬
　　　　　　登　　録	10:00〜11:00
　　　　　　写真撮影	10:30〜11:30
　　　　　　午 餐 会	12:00〜14:00
　　場　所／ホテルグランパシフィック	LE	DAIBA
　　登録料／	8,000円のご負担をお願い致し

ます。
　　登録期限／2015年10月30日㈮
　　佐世保RC該当会員／池田　　豊	会員
　　 福田　金治	会員

３．ハウステンボス佐世保RC
 会長　宮下　光世さん
　「	2015-16年度クラブ現況と活動計画書・前
年度活動実績報告書」が届いております。
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委員会報告

幹 事 報 告

入　会　式

地区大会出席のお願い
　国際ロータリー第2740地区2015-16年度
地区大会が、11月13日㈮､14日㈯､15日㈰
に唐津市で開催されます。14日㈯	受付
11:00〜 本会議（唐津市民会館大ホール）
への皆さんのご出席をお願いします。



■ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　橘髙　克和
新会員研修会及び歓迎懇親会
のご案内
　下記の通り新会員を対象と
した研修会を行います。新会
員にとりましては必修の研修
会ですのでご出席ください。
　セミナーは在籍中に2回受講が義務となっ
ており、他クラブ経験者の方は1回受講が義
務です。なお、研修会終了後、歓迎懇親会を
開催致しますので引き続きご出席ください。
　日時／2015年11月11日㈬
　　　　新 会 員 研 修 会	16:00〜18:20
　　　　新会員歓迎懇親会	18:30〜20:00
　会場／レオプラザホテル佐世保
　　　　三浦町4-28　TEL	22-4141
　会費／6,000円

■ローターアクト委員会 山口　剛史
長崎国際大学ローターアクトクラブ
公式訪問例会案内
　ローターアクト地区代表訪問
　日時／2015年10月8日㈭
　　　　19:00〜	食事開始
　　　　19:30〜	例会開始
　会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　メークアップにもなりますので、お時間の
あられる方はご出席をお願い致します。

	 米倉洋一郎
　10月10日㈯、ゴルフコンペを行います。
1番スタートの時間は10:20です。まだ空き
がありますので、よろしくお願いします。

	 囲碁・将棋同好会幹事　平尾　幸一
囲碁・将棋大会のお知らせ
　11月18日㈬	17時頃より、ニ
ンジン・クラブで、囲碁・将棋
大会を開催致します。
　現在、囲碁に5名、将棋に8
名、応援団1名が参加されます。今回は、ロ
ータリークラブの年間事業ではありませんの

で景品を準備しておりませんが、初心者も
大歓迎です。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。
　日時／2015年11月18日㈬
　　　　17:00開始、20:00〜21:00時終了
　会場／ニンジン・クラブ
　　　		（島地町6-4、TEL	25-7155)
　会費／	3,500円（食事付き）、アルコールの

持ち込みOKです。

	 親睦活動委員会　松尾　文隆
田中丸善弥会長、木村　公康副会長
芹野　隆英幹事、坂元　　崇副幹事
大久保利博さん、吉田　英樹さん
大神　吉史さん、池田　　豊さん
米倉洋一郎さん、佐々木秀也さん
森　　信正さん、筒井　和彦さん
星　　　裕さん、古賀　　巖さん
中島　祥一さん、増本　一也さん
松本　淳也さん、松尾　　貴さん
円田　浩司さん、石井　正剛さん
山口　剛史さん、中村　徳裕さん
松尾　慶一さん、黒木　政純さん
平尾　幸一さん、小川信次郎さん
石田　謙二さん、池田　真秀さん
円田　　昭さん、岡村　一郎さん
田口　恵介さん、井上　斉爾さん
菅沼宏比古さん、岡　　英樹さん
溝口　尚則さん、山縣　義道さん
大神　邦明さん、橘髙　克和さん
安部　直樹さん、髙田　俊夫さん
玉野　哲雄さん、松原　　健さん
松尾　文隆さん、加納洋二郎さん
長浜　陽介さん、中川　知之さん
　佐世保市長	朝長則男様の卓話、ありがと
うございます。

石田　謙二さん
　九州文化学園高校女子バレー部、団体優
勝を祝って。
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朗遊会より

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　47,000 円

	 累　　計	 361,000 円

◇

囲碁・将棋同好会より



『佐世保の未来へツナグ取り組み』

　佐世保市長　朝長　則男 様

■市民全員で「地方創生」！
　2008年に日本の人口は減少
に転じ、今後、人口減少が急激に進むこと
が予測されており、地方における人口減少
はさらに深刻となってきています。
　その要因としては、出生率の低下であ
り、さらに地方においては、東京など大都
市への若者の流出にあります。
　この問題を解決していくためには、地方で
国民の夢を叶える豊かな暮らしを実現してい
くことが必要で、各地方(地域)が主体的に仕
事づくりや子育て環境の整備など、元気な地
域を作っていく、つまり「地方創生」の取り
組みを行っていく必要があります。
　そこで、今年度、全国の自治体で一斉に、
「地方創生」の戦略づくりが行われていま
す。本市でも、本年5月より様々な関係団体
や市民の皆様に参画いただき、行政と民間
が協働しながら、「佐世保市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」の策定を行っており、
本年10月末の完成を予定しています。
　この総合戦略では、将来（2060年）の本市
の人口を20万人に維持することを目指すこ
と、そして、その人口目標を達成するため
に、「しごとづくり」「ひとの流れ」「結婚・
出産・子育て」「地域づくり」の4つの基本
目標に基づく施策を、「オール佐世保」で行
っていくことを目指しています。
　この人口減少という困難な課題を、市民
の皆様一人ひとりが、自分の課題として考
え、「今、何をすべきか」「みんなで何がで
きるか」を考え、この地方創生を元気な地
域に「変える・変わるチャンス」と捉え、
取り組みを進めていきたいと考えています
ので、皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いします。

（4）

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：田口　恵介）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊10〜11月  例会卓話者予定＊

10月21日	 米山奨学生
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10月28日	 新会員	 星　　	裕さん
	 	 （九州電力㈱相浦発電所	所長）

11月	4	日	 海上自衛隊佐世保地方総監
	 	 海将　山下　万

かずき

喜	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月21日㈬　17:00〜	
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／10月22日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
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。

■総合戦略4つの基本目標
◦基本目標Ⅰ　しごとづくり
　　	25万人規模の佐世保を未来につなぐふ
るさと産業づくり

◦基本目標Ⅱ　ひとの流れ
　　	佐世保を、みんなが住みたい「夢をか
なえるまち」に

◦基本目標Ⅲ　 結婚・出産・子育ての希望
をかなえる

　　	多様なライフスタイルにあわせた結
婚・出産・子育ての希望をかなえる

◦基本目標Ⅳ　地域づくりと広域連携
　　	住民主体の地域づくりと西九州北部地
域の広域連携

以上

卓　　話


