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本日の出席率８０.００％：会員数４１名・出席２６名・欠席８名・出席規定免除会員（７）６名・ビジター４名

前々回の修正出席率９７.３７％：出席２５名・メークアップ８名・出席規定免除会員出席４名

　皆さんこんにちは、 師走に入り

気分的に忙しい季節となりました。

気候変動もありますので体調には

十分お気をつけください。

　

　本日は、 当クラブの名誉会員で

あり、 佐世保市長の朝長則男様

に卓話をお願いしております。 佐

世保市政の取り組みなど興味深い

話が聞けるものと思っております。 最後までご聴講よろしくお願

いします。

　来る１２月４日は島瀬公園におきまして、 社会奉仕 ・ 青少年奉

仕委員会の担当で長崎県立佐世保特別支援学校の和太鼓部、

ダンス部と災害支援のチャリティー餅つき等が行われます。 自

衛隊員、 祇園みどりの少年団、 会員の奥様方にもご協力を頂く

ことになっております。 クラブ全体として取り組む事業ですので、

会員皆様のご協力をよろしくお願いして挨拶といたします。

１．例会変更
 伊万里ロータリークラブ

１２月７日（水）１８：３０～
場所 ：ロイヤルチェスター伊万里　　忘年会例会のため

平成２９年１月１１日（水）→１月７日（土）１８：３０～
場所 ：ホワイトハウス伊万里　　新年家族会例会のため

平成２９年１月２５日（水）→１月２１日（土）１８：３０～
場所 ： 伊万里市民センター　　

　　　　 第１０回伊万里観光いろはかるた市内小学校交流

　　　　 大会のため
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西村 浩輝社会奉仕委員長
「長崎県立佐世保特別支援学校の和太鼓 ・ ダンス演舞会」、

「熊本応援チャリティー餅つき」 のお知らせ

チラシを作成していますので、 お持ち帰りの上、 広報をお願い

します。

岡田 文俊青少年奉仕委員長
　「熊本応援チャリティー餅つき」 大会では、 餅を１０００個作る

予定です。 ２個入りパックに入れて５００人分になります。 原価

は１パック２００円位かかる予定ですが、 チャリティーボックスには

１２月２８日（水）休会　定款第６条第１節により

２０１７年１月４日（水）休会　定款第６条第１節により

　

松浦ロータリークラブ
１２月９日（金）１２：３０→１８：３０～
場所 ： 松浦シティホテル　　クリスマス家族会のため　

１２月２３日（金）休会　定款第６条第１節により

１２月３０日（金）休会　定款第６条第１節により

佐世保ロータリークラブ
１２月２８日（水）休会　定款第６条第１節により　

２０１７年１月４日（水）休会　定款第６条第１節により

２．来　　信
・大村東ロータリークラブ

電話およびＦＡＸ番号変更のお知らせ （１２月６日午後より）

新ＴＥＬ　0957-54-5115　　新ＦＡＸ番号　0957-47-5119

・佐世保東ロータリークラブ
創立５０周年記念式典 ・ 祝賀会のご案内

日時　２０１７年５月１４日 （日） 式典　１６：３０　祝賀会　１７：３０

場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
ガバナー歓迎ゴルフコンペ収支報告等の送付

佐世保ロータリークラブ　　 　 　　　　　　 山口　剛史 様

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　　 野田　大介 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相良紘一郎 様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　  田実　貞昭 様
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本日の合計　　　　    47,000 円

本年度の累計　　　 472,000 円

佐世保ロータリークラブ　山口 剛史様　　　　　　　　
　久しぶりにお伺い致しました。 本日はお世話になります。

佐世保南ロータリークラブ　相良 紘一郎様　　　　　　
　本日はお世話になります。

佐世保南ロータリークラブ　野田 大介様　　　　　　　
　本日は宜しくお願いします。 指山さん、 先日は代行料大変あ

　　りがとうございました。

佐世保北ロータリークラブ　田実 貞昭様　　　　　　　　　

本日は、 メーキャップでお世話になります。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　川﨑 伸一様　　　

先週のニコニコです。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事　　　　
皆様こんにちは！当クラブの名誉会員であり、 佐世保市長朝

長則男様のご来訪を心より感謝致します。

さて、 本日の例会は、 朝長則男市長様の卓話になっており

ます。 市政について大変興味深いお話が聞けると思います。

とても楽しみにしております。 本日も、 どうぞよろしくお願いい

たします。

西村 浩輝君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今月４日 （日） に、 長崎県立佐世保特別支援学校の和太鼓

部・ダンス部の演舞会を開催します。 会員・奥様方の協力

をよろしくお願いします。

尚、 中央会コンペでの初めてのニアピン賞、 バーディを取ら

させてもらいましたので、 合わせてニコニコします。

佐世保市長　朝長則男様
　佐世保市の取り組み

　（重点プロジェクトについて）

　現在、 第６次佐世保市総合計画の後

期基本計画 （平成２５年度から２９年度）

を実行しています。

　本日は、３つの重点プロジェクトのうち 「成長戦略プロジェクト」

についてお話します。

まず、 成長戦略の６本の柱 （原動力） を下記のように定めてい

ます。

１． 観光振興

２． 企業立地の推進

３． 自衛隊・米軍基地との共存共栄

４． 国際戦略の推進

５． 農水産業の振興

６． 中心市街地活性化の推進

■ ゲスト卓話 ■

１００円入れてくれるかなぁ…というところです。 大散財になるかも

しれませんが熊本応援の精神で御協力をよろしくお願いします。

　過日、 相浦駐屯地で実施した演習では、 熱い餅を丸める作

業に猫の手も借りたいくらいになりました。 できるだけ１０時位か

ら奥様にもお手伝いただければ幸いです。 会員の集合時間は

９時にお願いします。

井上 亮中央会幹事
　先日１１月２６日から２７日に武雄で開催しました。 ２６日に一泊

し、 １０名の参加をいただきまして大変盛り上がりました。 次の日

に若木で１８名の参加で開催しました。 結果は、 ２桁で上がった

人がたったの3名しかいないという大変酷いものでした。

　優勝は、 ９９で宮﨑正典君、 ２位は牛島義亮君、 ３位は古川

直記君でベスグロ８７でした。

　来年３月１２日に北クラブとの対抗戦を予定していますが、 あま

りにも酷いのでその前に、 練習の中央会を計画したいと思いま

す。 レベルアップ練習会も引き続き開催していますのでご参加くだ

さい。

西村 浩輝中央会会長・井上 亮中央会幹事　　　　　　
先日の第２回中央会は多数の参加を頂きありがとうございまし

た。 前泊は１０名の参加大変盛り上がりました。 本番のゴル

フは１８名で、 心配した雨も降らずに無事に終了しました。 ご

協力ありがとうございました。

宮﨑 正典君
先日の中央会では、 悪天候の為に皆さんのスコアが悪かっ

たので、優勝してしまいました。 コンパニオンの連絡先をゲッ

トしたのと同じくらい嬉しかったです。 次回、 北クラブとの対

抗戦で戦力になれるよう頑張ります。

牛島  義亮君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央会お世話になりました。 お陰様準優勝できました。 あり

がとうございました。

馬場  貴博君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
先週の日曜日は、 中央会のコンペがあり、 松尾・指山両パ

スト会長のご指導の元、 ４位のプレゼントを頂きました。 松尾

さん・指山さん・岡君ありがとうございました。

会員一同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名誉会員、 朝長市長様のご来訪をメンバー全員で大歓迎致

します。
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　まず、 佐世保市の観光客の動向については、 ７年連続で増

加しており昨年は５９１万人で過去最高となりました。 平成２４年

からは長崎市より上位となっています。

　HTB は今年の熊本地震で入場者数が減少しましたが、 佐世

保の２大観光拠点として頑張っています。 もう一つの拠点であ

る九十九島については、 HTB に比べると知名度が低く、 現在、

首都圏における知名度アップ戦略を実行しており、 ４０％位か

ら４４％に上昇してきました。 さらなるアップを目指して、 観光

名誉大使に委嘱したタカヒロ氏を活用したポスター作戦を展開

中です。 また、 「世界で最も美しい湾クラブ」 の仲間入りを目

指して、 現在予備登録中です。

　IR （Integrated Resort） については、 現在、 内閣委員会に

おいて審議入りしています。 都市部では大阪をはじめ数か所

が手を挙げる可能性がありますが、 地方においては HTB のあ

る佐世保にも可能性があります。 実現すれば、 雇用が１万人、

経済効果が２５００億円と見込まれます。

　国際クルーズ船のさらなる誘致については、 昨年実績３９隻、

本年の見込みは７５です。 現在７万トン級の船しか接岸できま

せんが、 政府の後押しもあり岸壁の浚渫拡張工事を進めること

により、 平成３０年７月頃から１５万トン級の船が接岸できるよう

になりますので、 年間２００～３００隻を誘致できれば、 ほぼ毎

日観光船が入港することになり、 経営者の皆様も、 それに合

わせた経営戦略を立てやすくなると思います。

　佐世保の特徴である商店街の回遊性と魅力向上、 企業誘致

についても小佐々のウエストテクノに CVTEC 等数社が進出し

ており、 別に新たな工業団地を相浦に開発しています。

　「地域ブランドを高めオンリーワンの観光地 ・ 産地づくり」 に

ついては、 本年４月に 「日本遺産」 に 「鎮守府」 と 「磁器の

ふるさと」 がダブル認定されました。 農水産物のブランド化推

進についても 6 産品を認定、また西海ミカンの 「出島の華、味っ

子、 味まる」 については、 最高位の天皇賞を受賞しています。

本日は３つのプロジェクトのうち、 「成長戦略」 についてご紹介

いたしました。

≪ 社会奉仕委員会 ・ 青少年委員会共同事業≫

ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／１２月８日１８：３０～

次回例会／忘年家族例会

朝長市長　卓話ありがとうございました　

県立佐世保特別支援学校和太鼓部演奏

陸上自衛隊相浦駐屯地自衛隊員

祇園みどりの少年団による餅つき

県立佐世保特別支援学校ダンス部演舞

　　　支援 ： 陸上自衛隊相浦駐屯地
　　　　　　　 祇園みどりの少年団
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