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汚染等々、これらは、地球規模の問題です
が、表面的な取り組みでは解決しない難題
ばかりです。	 以上
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	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局
　　業務推進･資料室
　	2017年3月「水と衛生月間」のリソースの
ご案内

２．佐世保北RC会長	 藤井　良介さん
　	佐世保工業高等専門学校インターアクトク
ラブ「結成式」出席のお礼状

３．海上自衛隊佐世保地方総監
	 　佐藤　　誠	様
	「観桜会」のご案内
　　日時／平成29年3月29日㈬	
　　　　　17:30〜19:15
　　場所／海上自衛隊		平瀬体育館

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。本日
の卓話は、長崎県県北振興局	
局長	 松尾英紀様です。世界
は、グローバリズムが終焉を迎
え、ネオナショナリズム（新国
家主義）、または、ポピュリズム（大衆主義）
へと変化してきています。この様な政治や
経済の変化の中、佐世保市を中心とした今
後の県北経済の活性化についてのお話をお
聴かせ願えると楽しみにしております。
　今月の強化月間は、「水と衛生」です。世
界は、水不足による地球の砂漠化や、水質
汚染による病気の発生が問題となっていま
す。ロータリーでは、この問題を強化月間
として取り上げ、いろんな活動が展開され
ています。次年度のイアン･ライズリーRI会
長も環境保全の問題提起として、世界的規
模の植林を目標に掲げられている様です。
水と木、地球温暖化対策、環境保全と繋が
っていくのでしょうか。以前、中島祥一さ
んが会長時代にお話されました中で、木を
植えることによって、今まで以上に、木が
地中から多くの水分を吸収するので、却っ
て砂漠化を拡大する、その様なお話をされ
た記憶がございます。水素燃料自動車にし
ても、水素を作るのに、石油を燃やして取
り出す事など、ECOの観点からすると矛盾
しております。水や食糧、エネルギー、大気
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【今後の開催予定ご案内】
　場所／佐世保カントリー倶楽部
　★第4回：4月22日㈯　12:15〜アウト4組

　　　（親和銀行様コンペ同日開催）
　★第5回：5月21日㈰
8ロータリー懇親ゴルフとして開催です。

　★第6回：6月10日㈯　
　　役員交代記念コンペ	11:26〜
　　アウト、イン4組

	 親睦活動委員会　松本　淳也
○今月の誕生祝い
　前田　恭宏さん（2日）
　田中　信孝さん（3日）
　西田　勝彦さん（3日）
　納所　佳民さん（8日）
　中島　祥一さん（12日）
　橋詰　文雄さん（17日）
　井手　孝邦さん（28日）
　増本　一也さん（31日）

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、星　　　裕さん
山縣　義道さん、梅村　良輔さん
石田　謙二さん、吉澤　俊介さん
古賀　淳二さん、高畑　和憲さん
佐々木秀也さん、山口　剛史さん
安部　直樹さん
　長崎県県北振興局	局長	松尾英紀様の卓話
に期待して。

４．佐世保市長	 朝長　則男	様
	「	市制施行115周年記念式典」及び「市政功
労者表彰式」の開催について（ご案内）

　　日時／平成29年4月1日㈯
　　　　　10:00〜12:00
　　場所／アルカスSASEBO	4階中ホール

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
観桜例会開催のお知らせ
　3月29日水曜日18時30分よ
り、ホテルオークラＪＲハウス
テンボスを会場に、12階から
の眺めを楽しみながら、観桜
例会の宴を開催いたします。幹事報告の中
でも松尾文隆幹事が触れられましたが、海
上自衛隊の観桜会が同じ日に開催される予
定であることが判明しました。
　そこで、ホテルオークラさんのご協力を
いただき、海自観桜会に一度出席されたあ
と、平瀬町近辺で送迎バスにご乗車いただ
けるように調整いたしました。当日は、有
薗大委員長と、中村が添乗員を務め皆様を
ご案内いたします。
　多くの会員の皆様で、観桜例会の宴を楽
しむことができますように、皆さまご多用
のことと存じますが、是非ご出席いただき
ますよう、よろしくお願いいたします。

■ローターアクト委員会	 坂元　　崇
　3月9日㈭に予定しておりま
した、長崎国際大学RACの例
会は、延期とさせていただき
ます。

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
第３回朗遊会のご案内
　日程／平成29年3月25日㈯
　時間／午前11:12
　場所／佐世保カントリー倶楽部

委員会報告

朗遊会より

ニコニコボックス

慶　　　祝
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松尾　文隆	幹事
　佐世保カントリー倶楽部3月月例で、アウ
ト39、イン43、グロス82、ハンディキャップ
10、ネット72で優勝しましたのでニコニコ
します。ちなみに2位に有薗会員も入賞さ
れております。

増本　一也会長、田中　信孝さん
西田　勝彦さん、納所　佳民さん
中島　祥一さん、井手　孝邦さん
橋詰　文雄さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

『県北地域の振興と活性化の視点』

　長崎県県北振興局
　　局長　松尾　英紀	様

　長崎県にとって最大の懸案は、
人口減少と若者の流出です。
　2040年までの人口減少の予測の表では、
佐世保市・佐々町・波佐見町は比較的ゆる
やかだが、平戸市や小値賀町などの離島は
人口減少が激しい。（表１）

　県全体では、毎年5〜6千人の人口流出が
起こっている。18歳の約4割が県外に出て
しまっている。25歳までで、流出の9割を
占めている。
　福岡県への流出が、極端に多く、5年間で
7,199人となっている。（表２）

　高校生の県内就職率は、全国の81.8％に
比べて20％以上低くなっている。（表３）

　人口のダム機能というものがあり、県内
からの人口の流入で、大分市や宮崎市で
は、県外への流出を上回る県内流入があ
り、人口が増えている。
　しかし、長崎県では、長崎市も佐世保市
も大きく減少している。
　県北地区からの佐世保への人口流入が多
いので、県北の人口減少は、佐世保市の人
口減少につながる。

ニコニコボックス	 本日合計	　21,000 円

	 累　　計	 831,000 円

◇

卓　　話

表１　県北管内の市町別（推定）人口推移
※2010年を100とした場合の指数による比較

表２　九州各県転出先の上位
（15〜24歳　H17〜22の5年間）

表３　高校生の県内就職率の推移（学校基本調査）
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県北地域の特性とポテンシャル
　長崎⇔福岡と、佐世保⇔福岡の近隣性に
は差があり、特に車利用の場合は、西九州
自動車道の伊万里経由では、所用時間は高
速道路経由と比較して6分しかかわらず、距
離も93キロと近く、通行料金も980円と圧倒
的に安くなる。
　佐世保市にとっては福岡も商圏にできる
というポテンシャルがある。
　観光統計をみると、佐世保地区、平戸・
松浦地区の観光集客力は高い。したがって
大きなポテンシャルを持っている。（表４）

　県北地域における就業者構成比を比較し
てみると、水産業、そして公務（自衛隊な
ど）に特化しており、それらが相対的に強み
がある産業といえる。
　魚については、長崎と比べても、種類も
多く、特別に美味しい物が安く手に入ると
感じている。
　公務というと、自衛隊や米軍関係が多い
というのが、佐世保市の独自の特性であ
る。海自ではオープンカウンター方式での調

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

（今週の担当：松尾　　貴）
（カメラ担当：平尾　幸一）

達を行っている。近い場所で安定調達を行
うというのは、地元への配慮に留まらず、
海自側としても有事の際に調達がしやす
く、重要なことと捉えている。

以上

表４　地域ブロック別観光客数

＊3月  例会卓話者予定＊	
３月22日	 資生堂ジャパン㈱九州支社	長崎支店
	 	 大我なぎさ	様

３月29日	 観桜例会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月21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／3月23日㈭　19:00（食事）〜　〔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。


