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３．新会員並びに候補者の委員会配属について
　①古賀淳二会員
　　　出席例会委員会･親睦活動委員会
　②橋詰文雄会員
　　　出席例会委員会･親睦活動委員会
４�．心身障がい児(者)育成協議会への寄付につい
て、例年通り行うことで承認されました。
５�．8月・9月の例会プログラムについて提案が
あり、承認されました。
６．第3回理事会開催について
　最後に、当クラブにも多くの会員がおられま
す佐世保卸団地協同組合、橘髙克和さんが理事
長を務められていますが、9月に設立50周年を
迎えられます。記念式典と共に、ジャパネット
たかたの前社長髙田明氏の記念講演が開催され
ます。本当におめでとうございます。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　佐世保市役所�企業立地推進局
� 局長　豊原　　稔�様
◯ビジター
　佐世保中央RC� �牛島　　義亮さん
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　㈱十八銀行
　執行役佐世保支店長
　兼�佐世保地区本部長

　推薦者：田中丸善保�会員
　　　　　安部　直樹�会員
　カウンセラー：安部　直樹�会員

	 会長　増本　一也
　今日は、8月3日。今年度もス
タートして早1か月が経過致しま
した。何か、ドタバタ感のあっ
た1か月間ではなかったかと反省
致しております。8月3日は、ハ
チミツの日だそうです。ちなみ
に、3月8日は、蜜蜂の日だそうです。又、暦の
上では、8月7日㈰が立秋ですが、まだまだ暑い
日が続きそうです。ロイヤルゼリーで、元気一杯
この暑さを乗り切りましょう。
　本日、新会員の方がご入会されます。㈱十八
銀行佐世保支店長�兼�佐世保地区本部長�古賀
淳二様です。後程、入会式を執り行います。
　８月は「会員増強・拡大月間」です。
　本日、古賀淳二さんがご入会されて、76名に
なります。「80名体制の構築」に、一歩一歩近
づいてきております。しかし、問題はこれから
です。7月純増2名の結果は、前年度田中丸会長
達の会員増強の恩恵を受けての結果です。皆様
全員の共通目標として、会員増強への情報提供
をよろしくお願い致します。
　頼りになるけど、あてにならないと自らを
ご謙遜されている加納洋二郎会員増強委員長、
納所佳民会員増強・職業分類委員長、お二人に
は、中心となってご活躍願いたいので、よろし
くお願いします。

理事会のご報告を致します。
１�．役員交代式の決算書案が提出され、ほぼ予
算通りとの事で承認されました。
２�．観月例会を、9月14日㈬�富士国際ホテルに
て執り行います。
　予算書案が提出され、承認されました。
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えで感心しました。前日覗けなかった第1分科
会は、車椅子を使ってバスケットボールをした
り、車椅子の通行体験などをして、お互いの立
場になって絆を深めたとのことでした。
　さらに優秀クラブ各部門の賞の発表と表彰が
行われましたが、優秀クラブ金賞を、佐世保南
RC提唱の聖和女子学院IACが受賞しました。ち
なみに、会員は70名で各クラスごとに担当責任
者を設け、積極的に取り組んでいる様子に感心
し、また、メンバーがいきいきしているのが特
長でした。参加した西海学園IACの学生は、他
のクラブでやっている事を知り、自分のクラブ
に生かしていきたい、もっと、もっと、入会し
ていない学生に魅力を伝えていきたいと話して
いました。

■会員増強委員会	 委員長　加納洋二郎
　7月26日㈫�メキシコのティファ
ナを訪れ�La�Jolla�Rotary�Clubの
人道支援事業である“Famil ia�
Vega”の現場を視察する機会を
得ました。
　事の発端は、前期佐世保RC65
周年式典出席のためラホヤRCより来日された
CALL�MANNさんが現在行っている事業に、佐
世保RCの名前を掲げるという説明があり、その
詳細が見えなかったことから“出張のついでに
立ち寄ってみよう”でした。実態は“貧しい
人々に住む家を提供する事業”であり、ラホヤ
RCは10年にわたり継続して、一軒予算6000㌦
で25軒の提供が実現し、現在建設中の26軒目に
佐世保RCの名を掲げるというものでした。誠に
頭の下がる想いです。
　サンディエゴでは、KEN�KING会長も参加し
ての会食の場を設けて頂き、来る70周年にはぜ
ひ大勢の参加をお願いしますとのメッセージを
預かって参りました。

　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　この度、佐世保ロータリークラブに入会させて
頂きありがとうございます。今後、佐世保のた
めに心を込めて頑張りたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願い致します。

� 幹事　松尾　文隆
1.	公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会　　
　「�ニュース�ハイライトよねやま196号」が届い
ております。

２．大村ロータリークラブ
　「週報�No1〜4」が届いております。

３．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ　

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
インターアクト年次大会報告
　7月30日㈯、31日㈰、諫早文化
会館と長崎ウエスレアン大学を
会場に、CONNECT「つなが
る」をテーマに、ホストクラブ：
鎮西学院高等学校IAC、�コ・ホス
トクラブ：向陽高等学校IACと諫早農業高等学
校IACで開催され、西海学園IAC� 4名+引率の先
生、佐世保RCから古賀久貴さんと古賀　巖の2
名で参加しました。
　基調講演は、テレビ長崎アナウンサー�吉井�
誠氏で「CONNECTアナウンサーの仕事から」
という演題で、大変楽しい内容でした。
　分科会も「つながる」をテーマに、3つに分かれ
て開催され、そのうち2つの分科会を覗きました。
　第2分科会はラップソングをプロの女性ラップ
グループとメンバー全員で作って歌うこと等に
挑戦していました。第3分科会は、Cupsという
ゲームみたいなもので絆を深め、いずれも翌日
の発表に向けて一丸となって準備し、大いに盛
り上がっていました。
　懇親会の座席はくじで決めて、初対面の人と
の交流もはかりながら、途中、参加インターアク
トクラブ全校の自己紹介がありました。西海学
園の生徒もしっかりと発表していました。
　31日㈰に行われた3分科会それぞれの発表
は、前日とは打って変わって素晴らしい出来映

委員会報告

幹 事 報 告
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	 朗遊会幹事　圡井　弘志
　2016-17年度朗遊会への入会ご
案内をロータリー事務局より
FAXにて送付致します。前年度
会員、及び新会員の皆様、多数
の入会をお待ちしていますので
宜しくお願いします。

� 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕
第6グループガバナー補佐
佐世保中央RC　牛島　義亮さん
　同級生の増本会長支援で来ました。日頃の行
動は結構アバウトですが、ロータリーに関して
は、真剣にやっているみたいです。松尾さん、
大久保さん、ご心配かけますけど宜しくお願い
します。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
木村　公康さん、米倉洋一郎さん
　第6グループガバナー補佐、牛島　義亮様のご
来訪ありがとうございます。
　
遠田　公夫さん
　ガバナー補佐、ようこそ！麻雀・ゴルフ、お世
話になっております。先日は、スクラッチでた
くさん勝たせて頂きありがとうございます。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、山口　剛史さん
草津　栄良さん、木下　貴夫さん
梅村　良輔さん
　佐世保市役所�企業立地推進局�局長�豊原　稔
様の卓話に期待してニコニコします。

増本　一也会長、木下　貴夫さん
山下　尚登さん、富永　雅弘さん
　㈱十八銀行�執行役佐世保支店長�兼�佐世保地
区本部長�古賀　淳二さん、ご入会おめでとうご
ざいます。

山下　尚登さん
　おかげ様で当社は大正15年に佐世保市に創業
して、今月で丸90年となりました。これもひと
えにご愛顧頂いています医療機関の皆様をはじ
め、沢山の皆様のご支援の賜物と感謝致します。

橘髙　克和さん、中島　祥一さん
下田　弥吉さん、納所　佳民さん
　佐世保卸団地協同組合はお陰様を持ちまし
て、9月9日で創立50周年を迎えることとなりま
した。記念事業の一つとして、株式会社ジャパ
ネットたかた前社長、髙田　明氏の講演を9月9
日㈮ 15:00〜16:30、当組合会館の大展示場で行
います。入場無料です。お席が少なくなってい
ますので、ご参加の方はお早目に申し込んでく
ださい。

中村　徳裕さん
　幸せな結婚をしていただくキッカケを提供
し、佐世保市の人口を少しでも増やして、街の
活性化に役立つことを目的に、「させぼdeまち
コン」を開催いたします。佐世保市と民間の市
民協働でつくる実行委員会で、中村徳裕が実行
委員長を務めておりますので、ご案内とニコニ
コをさせていただきます。
　みなさまの会社に、またはご親族に、結婚適
齢期の独身男女がいらっしゃいましたら、是非
ご参加いただけるようお勧めいただければと思
います。佐世保市内の約40軒の飲食店に協力し
ていただき、約1,000人の男女に、街中で連続3
回のコンパを楽しんでいただき、色々な出会い
のキッカケをつくっていただくイベントです。
　今回初めての企画で、同じ趣味の人を集めた
「趣味コン」も計画しています。
　日程は9月25日㈰で、締め切りは9月4日㈰と
なっております。会場入り口にチラシとポスタ
ーを準備しておりますので、お帰りの際に、お
持ちいただければ幸いです。よろしくお願いい
たします。

ニコニコボックス� 本日合計�　33,000 円

� 累　　計� 174,000 円

◇

朗遊会より

ティファナ建物見学　
家の中も訪問して住んでいる家族にも会ってきました

ニコニコボックス
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『佐世保市の企業立地の取り組み
		について』

　佐世保市役所 企業立地推進局
　　局長　豊原　　稔	様

　本市では、人口減少に歯止め
をかけ、将来にわたって活力ある地域社会を維
持していく「地方創生」の実現に向けて、「佐世
保市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体的
な展開を図るため、各事業について鋭意、取り
組んでいるところであります。
　その一環として、本市重点プロジェクトの一
つでもあります、成長戦略プロジェクトの柱と
なる「企業立地の推進」については、これまで
佐世保工業団地「ウエストテクノ佐世保（佐世保
市小佐々町黒石）」に、3社の立地が決定し、分
譲面積の約9割が分譲済となっております。

①株式会社 シーヴイテック九州　
　用地取得面積：約8.5ヘクタール
　従業員数：200名
　生産開始：平成26年12月予定
　事業内容：�自動車用無段変速機(CVT)用の金

属ベルト製造
②株式会社 九州テン
　用地取得面積：約3.5ヘクタール
　従業員数：�512名（うち市内拠点150名、新規

雇用50名、県外拠点からの異動57
名、市内拠点計�257名）

　生産開始：平成29年1月予定
　事業内容：�各種無線・通信機器の製造、ハー

ドウェア・ソフトウェア開発
③双葉産業株式会社長崎工場
　用地取得面積：約2.2ヘクタール
　従業員数：150名
　生産開始：平成26年3月
　事業内容：�自動車用シートカバーの裁断及び縫製

佐世保工業団地��ウエストテクノ佐世保立地企業
3社従業員数　計�607名

　現在、本市の一定規模以上の公的工業団地が
皆無の状況となっております。そこで、平成27
年度より、製造業の新たな受け皿となる次期工
業団地の整備に向け、市内全域を対象として、

適地調査を実施しておりました。
　これまで、造成工事の期間や費用、さらには
企業誘致の可能性など、あらゆる観点から検討
を重ね、最終候補地の決定に至り、次期工業団
地の整備候補地を、相浦地区に有効面積約5.5ヘ
クタールの工場用地を確保すべく、整備を進め
ていきたいと考えております。
　現在の好調な企業誘致の流れを逸することな
く、切れ目のない企業誘致を推進していくため
にも、新たな工業団地の整備を行っていきます。
　しかしながら、今回の候補地選定について
は、事業実施に向けた第一歩でありますので、
今後、まずは市議会、地元の方々、地権者の皆
様のご理解をいただき、そして、長崎県をはじ
め関係機関と連携を密にし、一日も早い事業着
手、早期完成をめざして最大限の努力を傾注し
てまいりますので、ご理解とご支援方、よろし
くお願い申しあげます。

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊8月  例会卓話者予定＊�

８月24日� 白十字会��理事長� 富永　雅也�様
� 若年性認知症　壱行の会
� � 福田　人志�様
� 認知症サポート� 中倉美智子�様

８月31日� 一般社団法人�長崎県発明協会
� 窓口相談担当� 水野　�� 優

まさる

�様
　　　　　（独）工業所有権情報・研修館
� 知的財産戦略アドバイザー
� � 小

おは ら

原　荘
そうへい

平�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／9月6日㈫　17:00〜　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／8月25日㈭　19:00（食事開始）〜　予定
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。

（今週の担当：松尾　　貴）
（カメラ担当：石田　謙二）

卓　　話


