
（1）

2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）
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世界で広く受け入れられています。しかし
ながらロータリーでも過去においてはアメ
リカとヨーロッパの間で論争がありました。
　ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」の歌
詞で「He profits most who serve the best」
という一節があります。「最もよく奉仕する
人が最もよく報われる」この「profit」とい
う単語を巡り異論が出ました。
　ヨーロッパでは「職業は天職であり、報
いられる事が目的ではない。」この単語は職
業人の集まりであるロータリーにはふさわ
しくないというものでした。
　しかし、時を経るにつれロータリーの理
念への理解が深まる中でこの様な論争は収
まり、現在も He profits most who serve the 
best はロータリーの重要な理念の一つとし
て継承されています。
　ロータリーの活動は、時代や地域に合わ
せて柔軟に変化を続けています。しかし、
その精神や理念は変わることなく引き継が
れています。このことがロータリーが時代
を超えて世界に広まっていく原動力だと考
えます。私たちもこの素晴らしいロータリ
ーの精神や理念を次代に引き継いでいかな
ければならないと思います。
　野球害毒論の方は、「学生が野球にのめり
込むのが問題というのなら、職業で野球を
するのは問題なかろう」という事で、巨人
軍が作られ、プロ野球が発達して現在の野
球人気につながる土台ができたという事で
す。良いものは皆が知恵を出し合って続い
ていくものではないでしょうか。
 以上

	 会長　富永　雅弘
　甲子園の熱戦も本日が決勝
戦です。その結果が気になる
ところですが、わが国では高
校野球に限らず野球は国民に
最も人気のあるスポーツの一
つです。
　しかしながら、皆さんはかつて「野球害
毒論」というものがあった事をご存知でし
ょうか。これは、明治から大正にかけての
事です。当時は主として学生野球の時代で
あり、そのあまりの熱中と人気が高じて、
教育上の観点からも野球を禁止する学校が
増え社会問題となりました。
　主な主張を見てみると、「野球は学生の学
問の時間を浪費させる。」「右手で打ち、右
手で投げるので右手だけ発達し成長に害が
ある。」更には「野球という遊技は悪く言え
ば巾着切りの遊技で、相手を常にペテンに
かけよう、計略に陥れよう、ベースを盗も
う等と神経を良からぬほうに配るもので、
米国人には適するが英国人や独逸人には決
して出来ない。野球は賊技なり。」というも
のまで様々な害毒論がありました。
　ここでは、アメリカとヨーロッパの違い
が指摘されてもいますが、事の正否は別と
しても、現実に野球はヨーロッパでは広ま
っているとは言えないようです。
　ロータリーは、アメリカで発生しましたが
野球とは異なり、ヨーロッパはもとより全
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８．	陸上自衛隊西部方面混成団長兼ねて
　　相浦駐屯地司令
	 名誉会員　中澤　　剛	様
　62周年記念行事のご案内
　　日時／平成29年9月16日㈯
　　　　　12:30〜19:30
　　会場／記念行事：アルカスSASEBO
　　　　　12:30〜16:15 予定
　　　　　祝賀会食：陸上自衛隊相浦駐屯地
　　　　　17:00〜19:30　
　　会食会費／3,500円

９．陸上自衛隊西部方面総監
	 　陸将　湯浅　梧郎	様
　西部方面隊創隊62周年記念行事ご案内
　　日時／平成29年10月1日㈰  9:00〜15:00
　　場所／陸上自衛隊  健軍駐屯地（熊本市）
　　祝賀会会費／4,000円

ローターアクト委員会　委員長　木村　公康
　長崎国際大学ローターアク
トクラブも8月中は夏休みの
為、休会しておりましたが、
9月14日㈭ホテルオークラで
例会を行います。
　また、9月28日㈭長崎国際大学におきまし
て地区代表公式訪問例会を行います。

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
　 9 月 1 日 ㈮  T U L L Y ’S 
COFFEEにおいて、中澤 剛
西部方面混成団長兼ねて相浦
駐屯地司令をお迎えして、囲
碁 ･ 将 棋 大 会 を 開 催 致 し ま
す。17時頃より開始しますが、夕食は予約
制となっておりますので、前日までに参加
の申し込みをお願いします。
　囲碁･将棋をされない方のひやかしの参加
も大歓迎です。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　佐世保市副市長 山口　智久 様

	 幹事　坂元　　崇
１．2017-18年度国際ロータリー会長
	 イアン・ライズリーさん
　 指名委員会が2018-19年度ロータリー会長

を選出のお知らせ
　　 イーストナッソーRC（バハマ）所属の
　　バリー・ラシン氏
　　ロータリアン歴は37年
　　 Doctors Hospital Health Systemの現コ

ンサルタント
　　 対抗候補者がいなければ、9月1日に正

式に会長エレクト

２．RI	Zones	1&2&3
　コーディネータNEWS　2017年9月号

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま209号　2017年8月

10日発行」が届いております。

４．RI第2740地区ガバナー	駒井　英基さん
 〔 お知らせ〕会員増強詳細報告：2017年8月
　会員増強のアイデアを広げる

５．（公）米山梅吉記念館
　①秋季例祭ご案内
　　日時／平成29年9月16日㈯　14:00〜
　　会場／米山梅吉記念館　ホール
　　登録料／無料
　②賛助会ご入会のお願い
　　お一人年間　3,000円
　③館報　2017年秋号

６．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

７．大村ロータリークラブ
　「週報No.3〜5」が届いております。

委員会報告

囲碁・将棋同好会より

例 会 記 録

幹 事 報 告
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	 朗遊会幹事　大久保利博
　第１回朗遊会を下記の通り開
催致します。まだ余裕がありま
すので、積極的なご参加をよろ
しくお願い致します。
　日程／平成29年8月26日㈯
　スタート時間／ イン、アウト 各スタート時間12：45
　場所／佐世保カントリー倶楽部 石盛岳コース
　参加費／2,000円

	 出席例会委員会　草津　栄良
○出席100％表彰
　菅沼宏比古さん（18回）
　井口　東郎さん（1回）

	 親睦活動委員会　安福　竜介
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、増本一也さん
松尾　　貴さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、山縣　義道さん
德川　晃尚さん、吉澤　俊介さん
古賀　　巖さん、安倍　直樹さん
　佐世保市副市長 山口智久様の卓話に期待
してニコニコします。

坂本　　敏さん
　親睦活動委員会の坂本です。我が委員会
のサブ･リーダーの萩原さんがニコニコにて
会員のお名前を間違えてしまい、大変申し

訳ございません。指導不足という事でニコ
ニコさせていただきます。
　毎回間違えておられますが、私の負担も考
えてみてください。よろしくお願いします。

菅沼宏比古さん、井口　東郎さん
　出席100%の表彰ありがとうございます。

　
『財政を考える－改革の方向性－』

　佐世保市副市長
　　　山口　智久	様

　財政は危機的状況にありま
す。国は税収不足を国債で賄
う状況が恒常化し、地方も財源不足を国の
特例措置と借金で補っている状況です。国･
地方を合わせた債務残高は1,000兆円を超え
先進国の中でも最悪の水準にあります。
　本市の財政は、決算においては黒字基調
で推移し「健全」な状態ですが、税収不足
を国からの交付金や借金に依存しているこ
とから、脆弱かつ不安定な状況と言えます。
　この財政悪化の背景には人口減少、経済
低迷、少子高齢化などの社会経済的要因が
あります。税収が伸び悩む一方で社会保障
費が大きく増大することから、歳入と歳出
にギャップ（財政赤字）が生まれており、
借金を重ねている現状は将来に負担を先送
りしていることになります。
　今後の見通しでは、国と地方を合わせた
2020年度の基礎的財政収支は、経済成長2
％、2019年10月の消費税率増税を前提とし
ても、8.2兆円の赤字と試算されており、財
政健全化を進めるには、景気拡大による税
収増や歳出削減、特に社会保障の見直しが
不可欠となります。

ニコニコボックス

朗遊会より

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 　15,000 円

 累　　計 269,000 円

◇

卓　　話
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　本市（財政規模約1,200億円）の財政見通
しでも、税収の減と社会保障費の増大など
により今後５年間で130億円程度の赤字が見
込まれています。
　このため財政健全化の観点から、行財政
改革推進計画を策定し、職員数削減、施設
再編、受益者負担適正化などの見直しを進
めますが、稼ぐ、連携をキーワードに公民
連携、広域連携、資産利活用など攻めの改
革にも取り組むこととしています。
　また、地域活性化の観点からは、「人を呼
び込むための８つのリーディングプロジェ
クト」①クルーズ船入港体制整備 ②俵ケ浦
半島開発 ③九十九島認知度向上 ④名切地区
再整備 ⑤英語が話せるまち佐世保 ⑥基地と
の共存共生(前畑崎辺道路整備) ⑦統合型リ
ゾート(ＩＲ)誘致 ⑧企業立地・新工業団地
整備　を進め、交流促進とともに経済成長
による税収増につなげることとしていま
す。
　このように「改革→重点投資→活性化→
税収増→市民還元」という行政経営戦略サ
イクルを経営方針とし、財政健全化と地域

（経済）活性化の両立を図ることにより、安
定した行政運営が可能となり、市民生活を
守ることになると考えています。
　財政問題は社会経済問題が背景にあり、
財政面だけで解決できるものではありませ
んが、歳入と歳出の一体改革が必要である
ことは明らかです。
　今後は、この一体改革を進めるととも
に、市民と行政が財政改革についての認
識・目的を共有し、負担（歳入）とサービス

（歳出）のバランスを考えながら、その水準
を決定していくことが求められます。
　このため、財政情報の提供にとどまら
ず、将来の財政フレームを見通しながら、
どのような財政運営が望ましいかをともに
考える場も必要になるものと思います。ま
た併せて、国からの税財源の移譲を進め、

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：中嶋　　徹）
（カメラ担当：川添　秀則）

歳入の決定権を充実することが重要となり
ます。
 以上

＊9月  例会卓話者予定＊

９月６日　 佐世保市役所　まち整備課
 課長 坂本　直之 様

９月13日　長崎国際大学RAC
 会長 瀧口　　瞭さん

９月20日　佐世保市消防団
 団長 杉田　正登 様

９月27日　佐世保RC会員  長浜　陽介さん

＊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5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／9月14日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／9月28日㈭　19:00（食事開始）〜
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。


