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のお昼過ぎに、その女性が弊社の事務所を訪ね
てきました。まるで、あの若者と同じような態
度で、言い訳もなく、覚悟と誠意をもって、一
担当者ではなく、まるでその会社を代表する方
のような責任ある対応をしていただきました。
その日から数日の間、その方は、そのような見
事な態度で、各関係先を一生懸命回られたこと
だろうと思います。
　その後、その方が所属する会社の広告代理店
事業は、石田会員の会社である長崎新聞社の子
会社であるアド長崎新聞が、事業部門一括で受
け入れられ、その方を佐世保支店の責任者とし
て迎え入れられたのです。今朝久しぶりにその
女性と電話でお話しましたが、その時の苦労を
思えば、いろいろな問題も苦労に思えないと言
われておりました。
　その方とは、株式会社アド長崎新聞で取締役
営業統括部長を務められている山崎弘子さん。
現在、長崎市で勤務されており、さらなるご出
世をされる予定とも聞いております。
　前述の若者にも、そのような白馬の騎士のよ
うな方や会社が現れて、新しい未来が開けるこ
とを祈りたいと思います。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保税関支署長	 辻　　和昭	様
◯例会風景

	 副会長　　中村　徳裕
　みなさまこんにちは。
　本年度初めて、富永雅弘会長
が都合により欠席され、会長代
理でご挨拶をする役目をいただ
きました。みなさま、ほとんど
ご存じないと思いますが、本年
度副会長をつとめております中村徳裕と申しま
す。あらためてよろしくお願いいたします。
　富永会長は、非常にまじめな方で、会長挨拶
の記録をならべると、ロータリー歴史辞典がで
きあがるほど、よく勉強と準備をされています。
　今回、それは一回お休みにしていただいて、
皆さま昨夜のニュースでご存じのことと思いま
すが、日本大学と関西学院大学のアメリカンフ
ットボールでの重大な反則事件。その反則によ
って相手を負傷させてしまった宮川選手の、苦
しみ悩みぬいた末の、覚悟と誠意がにじみでた
記者会見についてお話したいと思います。
　このニュースを見ていたほとんどの方は、こ
の反則は許されるものでなく、負傷した選手の
方や、ご家族の苦痛は大変なことだと感じられ
るとともに、自ら名乗り出て、実名と顔を出し
てお詫びする若者の記者会見を見て、覚悟と反
省と誠意がにじみでた本物であるとお感じにな
られたのではないかと思います。
　私は、この若者の会見をテレビで見ながら、
過去に同じような体験をしたことを思い出しま
した。それは、親会社の倒産により、連鎖して
倒産してしまった広告代理店の女性担当者のこ
とです。その女性とは、青年会議所時代からの
知り合いでしたが、私の会社とも取引がありま
したので、倒産により不良債権をかかえること
になりました。そのことを報道で知ったその日
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８．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

■ロータリー奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　大神　吉史
①職場訪問について
　当日は暑くもなく寒くもなく、
富永会長を始め18名の参加をい
ただきましてありがとうござい
ました。今回は佐世保観光をメ
インとしましたが、県外からの
会員には佐世保の魅力を味わっていただけたと
思います。私も佐世保にこの様な素敵な場所が
あるとは知りませんでした。是非とも県外から
来られた方々には「海風」に乗って、佐世保の
良さを知っていただきたいと思います。

②社会奉仕委員会より
　市民大清掃の日に「空き缶回収キャンペーン」
を行います。
　日時／2018年6月3日㈰
　清掃場所／名切中央公園「友愛の森」
　	8時50分までに「噴水」の所に集合してくださ
い。9時開始です。

■「ロータリーの友」委員会	 遠田　公夫
「ロータリーの友」委員会出席報告
　前任者からの引き継ぎも無い
まま、久しぶりの背広、ネクタ
イ姿で、「ロータリーの友」委員
会のオリエンテーションに行って
参りました。全国の地区から約
60名の委員が東京に集結、グループ討議や提言
発表に到るまで4時間缶詰会議でした。2740地
区の看板を背負っている上に、ガバナーの代理
者として品位を落とさない程度の爆笑発言と提
言はして参りましたが、定款にあるように全会
員購読義務があり1冊216円負担している事、ポ
リオをテーマにした映画が公開されること、広
告を募集している事、本誌の横書きページはRC
の特集記事、縦書きは会員間の交流記事や読み
物記事で構成されている事などを知り、改めて
勉強不足を痛感しました。
　特に、「えっ、聞いとらん！」と言う任務が「ロータ
リーの友」を熟読し、毎月、期限内に感想文を提出
しなければいけない事でした。ほぼ、全員が大変な
役を引き受けたと反省しきりで、ホッとしました。
　そこで、福田ガバナーの在任中は、ガバナー
月信の担当者とも連動し、地区内の動向や変わ
りネタ情報の収集･発信、更に「ロータリーの
友」を読んで頂き、投稿などを促す活動を致し
ますので、皆様のご協力を伏してお願い致し、
参加報告と致します。

	 幹事　坂元　　崇
１．ロータリーの友委員会	委員長
　　一般社団法人ロータリーの友事務所
	 　代表理事　清水　良夫さん
　	貴地区選任の地区代表委員就任確認の件（ご確認）
　　遠田公夫	様

２．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ･地区支援室	 島村　耕介さん
　	ロータリークラブ･セントラルのページのログ
イン情報の再入力の方法
　　Username＝	My	ROTARYログイン用の
　　　　　　　	メールアドレス
　　Password＝	My	ROTARYログイン用の
　　　　　　　	パスワード
　	で、それぞれご入力頂きサインインボタンを
クリックして頂ければ先に進めます。

３．第2740地区	駒井英基ガバナー事務所経由
　　	インターナショナル･ポリオプラス委員会委員、

ポリオプラス日本担当アドボカシーアドバイザー
小沢一彦さんならびにポリオ撲滅ゾーンコーディ
ネーターと公共イメージコーディネーターからの連絡

　	ポリオサバイバーの実話に基づく映画『ブレス	
しあわせの呼吸』のご案内
　【映画の基本情報】
　　邦題：『ブレス	しあわせの呼吸』
　　	2018年9月7日㈮	角川シネマ有楽町他全国ロ
ードショー

　　予告編：https://youtu.be/nBP3i6-TCHo

４．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　	米山記念奨学会ニュースハイライトよねやま
218号★2018年5月14日発行

５．第2740地区ガバナーエレクト　福田　金治さん
　ガバナー公式訪問のお知らせ
　日時／2018年8月8日㈬　12時30分
　会場／佐世保玉屋
　佐世保西RCとの合同公式訪問としております。

６．第2740地区ガバナーエレクト事務所
　2018〜2019年度地区名簿作成に伴うお願い
　クラブ事務局情報提出　提出日：5月28日㈪

７．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
　　ホストクラブ	佐世保南RC
	 　実行委員長　小川　　信さん
	 競技委員長　中村　文昭さん
　	第46回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会お礼と
決算報告

委員会報告

幹 事 報 告
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	 次年度幹事　大久保利博
2018〜2019年度 大委員会開催の
ご案内
　2018〜2019年度組織図をご確
認頂きまして、ご多用の折誠に
恐縮ですが、ご出席の程宜しく
お願い申し上げます。
　日時／2018年5月23日㈬　18:30〜
　場所／レオプラザホテル佐世保　TEL	22-4141

2018〜2019年度地区大会実行委員長	 橘髙　克和
　第2740地区2018-19年度地区
大会まで残すところあと178日と
いうことで、日数表示のボード
を準備致しました。
　いよいよ本日、第1回目の地区
大会実行委員会	委員長・副委員
長会を開催させて頂きます。お仕事やロータリー
の役職でご多忙の事とは存じますが、皆様のお力
添えが無ければ良い地区大会とはなりません。
　ご協力、どうぞよろしくお願い申しあげます。	

ロータリー情報･文献記録委員会
	 委員長　大神　邦明
1．	奇数月、第3回例会で3分間
情報を発表

　	7月	大神邦明、9月	前田恭宏
　11月	松尾文隆、1月	大神邦明
　	3月	前田恭宏、5月	松尾文隆

2．	新会員（5名）に対するオリエンテーションの実施
　安部雅隆さん　平成29年7月1日㈯
　谷川辰巳さん　平成29年12月13日㈬
　椎山　昇さん　平成30年3月28日㈬
　北野慎司さん　平成30年4月18日㈬
　一瀬伸彦さん　平成30年5月16日㈬

3．	新会員研修会
　日時／平成29年11月15日㈬　16:00〜18:20
　会場／レオプラザホテル佐世保
　講師／会長　富永雅弘さん
　　　　ガバナーエレクト　福田金治さん
　　　　次期地区幹事　増本一也さん
　参加／新会員	出席25名

4．我が佐世保RCの驚く情報
　皆さんはこの佐世保RCに歌謡学校があったこ
とをご存知でしょうか？
　当時の生徒は玉野さん、立石さん、曽我さん、

芹野さんのお父さん等6〜7名でしたが、指導者
兼校長先生であった方は、それは素晴らしい歌
唱力をお持ちでした。
　12〜13年前ですがなんと500曲を達成されま
して、その際は盛大に披露宴が行われました。
更に3〜4年後には700曲を達成されたと伺って
おります。
　その先生のお名前は円田三郎さんです。現在
も、ロータリー情報・文献記録委員としてご活
躍頂いております。

	 出席・例会委員会　谷川　辰巳
◯永年会員表彰
　松本　英介さん（43年）、福田　金治さん（41年）
　大神　邦明さん（33年）

◯出席100％表彰
　米倉洋一郎さん（29回）、有薗　良太さん（16回）
　平尾　幸一さん（11回）、中川　知之さん（7回）
　坂本　　敏さん（7回）、		福田　金吾さん（1回）

	 親睦活動委員会　安福　竜介
中村　徳裕副会長、坂元　　崇幹事
德川　晃尚さん、福田　金治さん
増本　一也さん
　佐世保税関支署長、辻	和昭様の卓話に期待し
てニコニコします。

松本　英介さん、福田　金治さん
大神　邦明さん、米倉洋一郎さん
有薗　良太さん、平尾　幸一さん
中川　知之さん、福田　金吾さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

次年度報告

ロータリー３分間情報

ニコニコボックス	 本日合計	 　13,000 円

	 累　　計	 1,071,000 円

◇
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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：筒井　和彦）
（カメラ担当：西田　勝彦）

『急増する国際クルーズ船の
　　　　　　　　動向と課題』

　佐世保税関支署長
　　　辻　　和昭	様

　平成29年の訪日クルーズ客は
253.3万人、クルーズ船の寄港回数は2,765回とい
ずれも過去最高を記録。博多港が309回で第1
位、長崎港が262回で第2位、沖縄の3港と鹿児島
港を挟んで佐世保港は82回と全国第7位でした。
　佐世保港は平成29年7月に「クルーズ拠点形成
港湾」に指定されました（全国6つ）。三浦埠頭で
は現在、岸壁を100m延伸する工事が行われてお
り、本年7月から供用開始され、世界で2番目に
大きな16万トン級が寄港可能となり、超高層マ
ンションのような巨大船体がお目見えする様に
なります。
　平成30年の佐世保港の寄港回数は120回以上
（下半期に集中）が見込まれ、7月から平均2日に
1回寄港するペースとなり、大型バスも多い日は
100台を超え、三浦埠頭の様相が一変すること
になります。また、ハウステンボスに近い浦頭
埠頭でも国が港湾整備を、佐世保市が道路等
を、世界最大のクルーズ船社であるカーニバル
社(米国)が旅客ターミナルをそれぞれ整備し平成
32年4月供用開始予定です。
　一方、寄港地での課題もあると言われます。
寄港地での観光は「ランドオペレーター」とい
う旅行業者が担っており、大型バスに乗りこの
ランオペが誘導する免税店や入場無料の観光地
をめぐるのが定番で、佐世保港でも同様です。
近年、リピーターも4割に増え、寄港地ならでは
の体験(コト消費)を求めるニーズも高まっていま
す。また、中国政府による化粧品等の関税引き
下げや中国ネット通販による日本製品専用サイ
トの立ち上げで帰国後も日本製品をネットや百
貨店から継続購入するパターンが確立してきて
います。爆買は沈静化したとも言われますが、
クルーズ客の消費は健在で商店街や観光地への
誘引が課題です。政府や各自治体によるバス待
機場やWIFI環境の整備、スマホ決済等キャッシ
ュレスの推進、観光地や県産品のプロモーショ
ン等様々な取り組みが開始されていますが、地
元の商店街や観光地に誘引できれば、県産品等
を購入してもらい、帰国後の継続購入(爆輸入)に
繋げ、関連産業への生産、雇用創出まで含めた

＊6月  例会卓話者予定＊	
６月６日	 映画「こはく」実行委員会
	 　　　　　　監督	 横尾　初

はつき

喜	様
	 	 （佐世保市出身）
６月13日　佐世保市少年科学館
	 星きらり館長	 堤　　祐子	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／６月５日㈫　15:10〜
　　　　※	高総体前の短縮授業の為、定例会開始時間

が早まります。

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14日㈭　18:30（食事）〜
会場／長崎国際大学	食堂

日時／６月28日㈭　18:30（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
＊	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。

卓　　話
相乗効果が期待されます。このため、官民連携
した佐世保の魅力の創出やPRが重要であり、早
め早めに戦略をもって臨むことが求められます。
　クルーズ客上陸時のCIQ手続では、円滑な入
国実現のため、現在、自動ゲートやAI機器等の
開発、出発前の旅客情報の税関への提出時期前
倒しや電子的提出義務化等法改正の検討も行わ
れています。佐世保港での税関の対応としては
船の大型化に対応するため他官署からの機動的
な職員派遣を受け要員を確保するとともに、X
線装置や麻薬･爆発物探知装置のほか、新たに金
塊密輸対策用で門型金属探知機を導入するなど
ハイテク機器を駆使することで、円滑な入国に
努めながらも増加しているクルーズ客からの密
輸防止に目を光らせています。浦頭埠頭の供用
開始で同日同時入港となる日は職員の分散対応
を余儀なくされるうえ、それぞれに多い場合は
一度に5,000名以上が上陸することになるため、
限られた要員でいかに適正かつ迅速な旅客の入
国検査を実施していくかが喫緊の課題です。
	 以上


