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持って行った廃棄物は2トン以上あり、事務局も
やっとスッキリしたようです。
　松尾貴公共イメージ委員長をはじめ、8名の会
員の方々のお手伝いをいただきました。ありが
とうございました。松尾委員長の公共イメージ
がアップしたことは確実だと思います。
　本日は、第3回理事会を開催しました。
◦第2740地区大会　会員登録について
◦地区国際青少年交換学生の受け入れ予算について
◦9月・10月例会プログラムについて

8月26日㈪、台湾からの地区交換学生Wu Po-Chen
（Tiffany）さん（写真中央）と出迎えられた（写真左か
ら）国際奉仕・姉妹クラブ委員長中村徳裕さん、福田金
治直前ガバナー、副委員長福田金吾さん及び地区委員の 
下津浦正明さん（佐世保南RC）。

例 会 記 録

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我等の生業」

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　先週の例会は、早朝から大雨特別警報が発表
されたために、急きょ中止にしました。
　佐世保市は、江迎川が氾濫し、床上浸水した
場所も多くありました。また、佐賀県の武雄、
大町町では想像も出来ない位の光景になってし
まいました。亡くなった方も出ています。被害
にあわれた方々には、心からお見舞い申しあげ
ます。
　また、週末には台風13号も接近する予報にな
っていますので、重ねてご用心くださいますよ
うお願いします。
　さて、8月24日に到着予定のティファニーさ
んも台風の影響で飛行機が飛ばず、26日に佐世
保に到着されました。福田金治直前ガバナー、
中村徳裕委員長、福田金吾副委員長には、歓迎
の横断幕を持って出迎えに行っていただきまし
た。大変お疲れ様でした。9月2日より九州文化
学園に登校しています。校長先生はじめ、たく
さんの先生方にお世話になっております。
　やはり、一番お世話をかけているのは、ホス
トファミリーをしていただいている加納会員と
奥様だと思います。心より感謝申しあげます。
　9月11日の観月例会でティファニーさんの歓
迎会もあわせて行いたいと思いますので、多く
の会員の皆様にご参加いただきたいと思います。
　また、8月24日に親和銀行内の事務局の片づ
けを行いました。保管すべき物以外は不要の物
として廃棄しました。東部クリーンセンターに
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7．第2740地区 国際青少年交換委員会
　委員長　アーリー・ジェフリースチュアート さん
　①交換学生　第3回オリエンテーションのご案内
　　日時／2019年9月22日㈰　14：00〜16：45
　　会場／諫早文化会館（2階）
　②長崎くんち見学について
　　10月7日㈪〜8日㈫

8．米山梅吉記念館 理事長　積　惟貞 さん
　賛助会員入会のお願い　年間1人3,000円
　米山梅吉記念館報2019秋号

委員会報告
■親睦活動委員会 委員長　坂元　　崇
　次週、9月11日㈬は観月例会と
なっております。18：30〜富士国
際ホテル屋上にて、開催いたし
ます。
　まだ、出欠のご返事をされて
いない方は、本日回覧しておりますので、出欠
の有無の確認をお願いいたします。
　昼の例会はございませんので、お間違いのな
いよう、よろしくお願いいたします。

朗遊会より

 朗遊会幹事　坂元　　崇
　本年度第1回目の朗遊会が8月31日㈯、佐世保
カントリー倶楽部にて開催されました。31名と
多くのメンバーのご参加をいただき、ありがと
うございました。数日前の大雨が嘘のように、
良いコンディションで行うことができました。
　次回は11月にソロプチミストさんのチャリテ
ィーコンペとの合同の朗遊会となります。次回
も多くのメンバーのご参加をよろしくお願いい
たします。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会
○結婚記念月のお祝い
　玉野　哲雄・貞子	さん	ご夫妻（13日）

幹 事 報 告
 幹事　有薗　良太
1．台南扶輸社会長 蔡錦富E.Q さん
　国際奉仕委員長 郭泰麟Ti-Lin さん
　プログラム委員長 邱榮政Roger さん
　	豪雨お見舞をいただきました。

2．国際ロータリー日本事務局　業務推進・資料室
　基本的教育と識字率向上月間リソースのご案内

3．国際ロータリー日本事務局　経理室
　	2019年9月のロータリーレートは、
　1ドル＝106円です。

4．ガバナーエレクト 花島　光喜 さん
　次期地区幹事 迎　雅璫嗣 さん
　ガバナーエレクト事務所開設のご案内
　事務所／〒849-1315 佐賀県鹿島市大字三河内甲290-7
　TEL／0954-69-1705　FAX／0954-69-1706
　E-mail／ri2740hanashima@athena.ocn.ne.jp
　事務局長／織田 喜六　事務副局長／山下 義則
　事務局／小寺 真理・片桐 悦子

5．ガバナー 千葉　憲哉 さん
　地区大会実行委員長 池田　榮雄 さん
　①2019-2020年度　地区大会のご案内
　　11月8日㈮・9日㈯　諫早市
　　11月10日㈰　記念親睦ゴルフ大会
　　9月27日㈮締切日
　　パンフレット・申し込み書配布
　②2018-2019年度地区大会記念事業報告のお願い
　　11月9日㈯　本会議中15分
　③地区大会関係資料等の提出のお願い
　④地区大会人頭分担金送金のお願い

6．地区幹事 大石　竜基 さん
　①九州北部大水害について被害状況確認
　②2740地区ホームページ更新のお知らせ
　③	9/7基本理念・クラブ管理セミナー延期のお
知らせ
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ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　萩原多恵士
木村　公康 会長、有薗　良太 幹事
安福　竜介 副幹事、草津　栄良 さん
浦　　義浩 さん、廣瀬　章博 さん
円田　浩司 さん、大神　吉史 さん
福田　金吾 さん、西田　勝彦 さん
黒江　章雄 さん、橘髙　克和 さん
前田　隆夫 さん、松尾　　貴 さん
古賀　　巖 さん、米倉洋一郎 さん
安部　雅隆 さん、平尾　幸一 さん
筒井　和彦 さん、松尾　慶一 さん
納所　佳民 さん
　新会員　岸川善紀さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

木村　公康 会長
　8月31日の朗遊会にて優勝いたしました。無欲
の勝利といいますか、天敵、円田　昭さんとア
ウト・インでわかれたため会わなかったのが良
かったのか……？ 想像にお任せします。同伴競
技者の方々に感謝いたします。

安部　雅隆 さん、有薗　良太 幹事
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコします。

玉野　哲雄 さん
　結婚記念月の祝いをいただきまして、ありが
とうございます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　25,000 円
	 累　　計	 235,000 円

卓　　　　話
『長崎県の新聞配達』

新会員　岸川　善紀 さん
（㈱長崎新聞社　佐世保支社長）

　新聞社のイメージは新聞記者という方が多い
と思います。私も入社するまではそういう印象
を持っていました。新聞社の仕事は大きく分け
て編集・営業・印刷・販売・総務という5部署か
ら成り立っています。3月までの私は販売局に所
属していました。どういう仕事なのかを皆さん
にご理解いただければと思いますが、30年近く
その職場に籍を置いておりますと、当然罵声を
浴びるような失敗や訴訟に発展した事案などこ
こで話すと時間が足りないことも経験させてい
ただきましたが、本日は毎日出来上がった新聞
がどのように配達されるかをお話ししたいと思
います。
　販売局の仕事は販売店向けの新聞販売と販売
店の指導・管理です。長崎県内には約130店の販
売店があります（多い時代は160店を超えていま
した）。そのうちの約60店が専売店と呼ばれる長
崎新聞単独取り扱いの販売店で残りの約70店が
合売店と呼ばれる複数銘柄を取り扱っている販
売店があります。長崎、佐世保、諫早、大村地
区などの市制地は専売店が多く、離島・郡部地
区に合売店が多いという状況です。離島・郡部
地区に合売店が多いのは、新聞購読率が低く経
営が安定しないことや配達効率を上げるために
各社が協力しているという背景もあります。昨
今では市制地でも配達員不足が進行しており系
統間の共同配達が進んでいる地域もあります。
　新聞社によって若干異なると思いますが、長
崎新聞では毎日0：00頃に輪転機という印刷機が
回り始めます。それから徐々に印刷のスピード
を上げていくわけですが、通常は1分間に約1000
〜1200部の新聞を印刷しています。長崎新聞は
現在約17万部の発行ですので2台の輪転機で約1
時間半〜2時間弱で印刷が終了します。県内の各
販売店への新聞輸送は0：10頃から順次開始さ
れます。長崎県は海岸線が北海道よりも長いと
いわれるほど日本で一番離島が多い県ですので、
その輸送は様々です。本土地区は各地域へトラ
ックで輸送し販売所に届けています。佐世保地
区にはおおむね2：00頃に販売所に届けられてい
ます。一方で離島へは船舶輸送に頼らなければ
ならず、例えば五島列島は下五島には長崎港か
ら、上五島へは佐世保港からそれぞれ船で輸送
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クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

し現地で陸送、場所によっては再度船に乗せて
届けています。また対馬地区へは西日本、読売、
朝日が博多港から船で輸送をされていますが、
長崎からは時間的に間に合わないという理由か
ら福岡発の一便の飛行機で輸送しています。離
島地区はそのような輸送の事情があるため輸送
コストが大きくなるのはもちろん、新聞の配達
時間も遅くなります。販売所に届けられた新聞
は、折り込みチラシのセット後に各配達区域ご
とに仕分けされ配達されますが、本土地区の新
聞の配達はおおむね6：30〜7：00に終了していま
すが、離島ではお昼にかかる配達地区も珍しく
なく、県内で最も遅い地区では16：30というと
ころもあります。言わば夕刊になってしまって
いるということです（西海市平島）。
　そのような配達を可視化してPRしようと取り
組んだのがお配りしている資料です。この取り
組みは「長崎新聞配達ルート　データ化マップ
プロジェクト　THE	WAY」と名づけ、2015年
の新輪転機導入時に県内の配達員2285名の方々
に協力してもらい約40日間で完成させました。
データは個々の配達員にGPS受信機を配布し配
達をしてもらい、集約したデータを基に新聞が
どのようなルートで購読者の皆さんに届けられ
るかを可視化するというものでした。限られた
受信機の台数でしたので、データが取れず複数
回お願いしたり、面倒くささを理由に拒否され
そうになったりなど小さな混乱はありましたが、
出来上がりを見て多くの皆さんに評価していた
だきました。今回の取り組みは長崎新聞のみで
したが、各新聞系統の販売店もほぼ同様の軌跡
をたどって配達していますので、新聞業界のPR
にもつながったと思っています。
　日本の新聞の戸別配達率は世界一といわれて
います。しかし、昨今の新聞離れによる発行部
数の減少、労務難による配達員の減少など新聞
業界は厳しい状況にあります。新聞はご購読者
の皆さんに届いて初めて“新聞”になると思い
ます。配達員一人ひとりが心を込めて毎日頑張

（今週の担当：黒江　章雄）
（カメラ担当：陣内　純英）

＊2019年9月例会卓話者予定＊	
18日　	新会員卓話　森　　勝之	さん
　　　（JR九州ハウステンボスホテル㈱代表取締役社長）
25日　	ながさき県政出前講座　生涯学習課
　　　県民学習推進班　指導主事
　　　山下　慶子	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17日㈫　16：00〜
　会場／西海学園　図書室

8月10日㈯島瀬公園前で街頭募金を行いました。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月23日（月・祝）
　　　10：00〜12：00　ボウリング大会
　　　　　　　　　　（早岐シルバーボウル）
　　　12：30〜13：30　例会（場所未定）　
　インターアクトクラブとの合同大会・例会と
なります。多数のご参加をお待ちいたします。

＊	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。

っています。
　皆さんには末永い新聞購読をお願いします。


