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本日の出席率７９.５５％：会員数４５名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員（６）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.６２％：出席３０名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席４名

　皆さんこんにちは。 天気の移り

変わりでインフルエンザ患者が再

び増加の傾向にあるといわれてお

ります。 体調に十分気を付けてほ

しいと思います。

　本日ご来訪いただいた佐世保南

ロータリークラブの太田 博道様に

は、 何回となくお出でいただき感謝を申し上げます。 米山記念

奨学生の金スルギさんは、 １か月ぶりの参加で元気そうで何より

です。

　本日の卓話は、 崎山 信幸会員にお願いしております。 佐世

保市政についてのお話が聞けると思いますのでよろしくお願いし

ます。

　先日の例会後の動きとして、 １月２９日地区補助金セミナーが

あり次年度幹事川島君他が参加をいたしております。 補助金を

活用した事業計画が進められることをお願いしておきます。

　１月２７日～２９日迄、 当クラブとしては１０名の会員とご夫人方３

名で２８日に開催された、 北海道 旭川空港ロータリークラブへの

例会訪問を行いました。 例会の日程も変更していただき、 会場

も私共が宿泊するホテルとしていただき、 例会後の懇親会も大

変和やかな中に、有意義な交流が出来たことを報告いたします。

　旭山動物園の視察、 久保会長宅でのスノーモービル乗車など

雪国ならではの体験を行いました。 国内での友好交流の機会

は良かったと思っております。 お世話を頂いた竹本 慶三パスト

会長にお礼申し上げます。簡単ですけど以上で挨拶といたします。

１．例会変更
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　日時　２月　７日（火）１２：３０～
　　　場所　 例会場　　＊ホテルの都合により

２．来　　信
・ガバナー事務所より
　 ①米山奨学生世話クラブ ・ カウンセラーのお願い

　　②ＲＩ日本事務局より 「平和と紛争予防／紛争解決月間」  

　　　 リソースの送付

・地区大会事務局より
　　　地区大会関係資料等の提出のお願い
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佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　太田　博道 様

米山記念奨学生　　　　　　　　　　　　　　金 スルギ さん

佐世保南ロータリークラブ　太田 博道様
おくればせながら、 今年もヨロシクお願いします。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保南ロータリークラブ 太田 博道様の

ご来訪を心より歓迎いたします。

先月の２７日～２９日まで 「弾丸ツアー極寒の地」 北海道旭

川空港ロータリークラブとの交流事業に行ってまいりました。

お世話頂いた前田 眞澄国際奉仕委員長 ・ 本田 国際交流

委員長、 ありがとうございました。 ご参加頂きました会員の皆

様、 大変お疲れ様でした。

さて、本日の例会は 「崎山 信幸」 君の卓話になっております。

北海道の話か！市政報告か！それとも保険の話か！分かりま

せんが、 楽しみにしております。

本日もよろしくお願いいたします。

西村 浩輝君
母の一周忌の法要が大雪のもならず、 無事に供養すること

ができました。

ありがとうございました。
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ＳＡＡ：平岩　義明君

次回例会／２月９日１２：３０～

■ 会員卓話 ■

崎山 信幸君
　皆様、 改めまして、 こんにちは！

本日は例会の貴重なお時間に私の卓話

の時間を頂きましたこと、 誠にありがとう

ございます。 せっかくの機会ですので今

回の卓話は、 議員の立場で話を致しま

す。 一生懸命話を致しますので、 最後までのお付き合いよろ

しくお願いいたします。

　今回の話の中身ですが、 最初に昨年より全国的に問題が多

い政務活動費を含む、 議員の受け取る費用などの話を致しま

す。 次に、 今後佐世保市が力を入れていくクルーズ船による

観光施策、 また、 カジノを含むＩＲ大型リゾートの件、 陸上自

衛隊 ・ 水陸起動団等、 時間の許す限り進めていきます。

　昨日、 大きく新聞に掲載された 「官民連携による国際クルー

ズ拠点」 の件ですが、 今回、 国選定で６港選ばれ佐世保市

の浦頭地区整備が決定しました。 世界でも有数のクルーズ会

社、 カーニバル ・ コーポレーションからの要請の中、 国に対

する申請が認められ、 今後国の予算にて、 しゅんせつ工事、

１６万トン級が接岸できる桟橋を新設する。 カーニバル社が、

税関 ・ 出入国管理等のターミナルビルを建設する。 佐世保市

は、 駐車場や周辺道路の整備等で総事業費は数十億円の見

通しである。 今後、 更なる中国人が観光客として佐世保に入っ

て来ますが、 問題はいかに佐世保市にお金を落としてくれるの

か、 経済効果をしっかり見える形にできるかです。 年間 300 隻

の入港に対して、 対応できるのか知恵を出し進めていかなけ

ればなりません。 現状では、 浦頭整備により中心商店街にお

いては効果があるかは疑問である。 ここは、 官 ・ 民一体になり

知恵を出し佐世保市全体でクルーズ船による観光戦略を立て

ていかなければならないと考えます。 ご協力をよろしくお願い

いたします。 次にＩＲ大型リゾートですが、 昨年末、ＩＲ推進方

が国会で可決いたしました。 皆さんの誤解の内容にしていただ

きたいのは、ＩＲ推進法が可決したのでカジノが出来ると思って

いる方が大半ですが、 まだまだ簡単にはいきません。 あくまで

も間口が開いただけで、 これからカジノに対する課題、 たとえ

ばギャンブル依存症や反社会勢力排除等、 しっかりとした法律

が 1 つ 1 つ決めきれない時、 カジノは出来ない可能性があると

いうことです。 今年1年かけて議論がなされ法律が整備されて、

そこから全国で数カ所が選ばれます。 佐世保市においても、

市民の皆様の理解が必達です。 今後、 丁寧な説明が求めら

れる中ご理解をよろしくお願い致します。 予定の時間が迫って

おります。

　とにかく、 佐世保市にとってもここ１～２年が大事な時期であ

ることは間違いありません。 わたくし自身、 与えられた立場にて

しっかり仕事をしてもまいりますので、 今後ともご意見などいた

だければ幸いです。 よろしくお願いを致しまして、 本日の卓話

を終了いたします。 ご清聴ありがとうございました。

本日の合計　　　　    26,000 円

本年度の累計　　　 298,000 円

崎山 信幸君
本日は貴重な例会にわたくしの卓話の時間を充てて頂きまし

たこと、 誠にありがとうございます。 せっかくの機会ですので、

議員という立場で市政の報告をさせて頂きます。 一生懸命、

話をいたしますので、 最後までお付き合いをよろしくお願い

いたします。

野村 和義君
昨日５７才の誕生日を迎えました。 ご丁寧なお祝いメールをく

ださった皆様、 本当にありがとうございました。

昨年、 宮島に行って以来すっかり神社仏閣巡りにはまり、 今

ではご朱印帳まで作り各寺院でご朱印を頂いて来ることが趣

味となってしまいました。 来年あたりは出家して次郎法師に

なっているかもしれませんので、 托鉢でお世話になるかもし

れません。

岡田 文俊君
旭川空港ロータリークラブ訪問から無事に帰りました。 お土

産は画像です。 face book をどうぞ。

明日は節分です。 福石観音お参りください。 大量の豆まき、

昼夜です。 お札とか仏具、 仏壇とかのおたきあげもあります。

前田 眞澄君
１月２７， ２８， ２９日と北海道 旭川空港ロータリークラブをメン

バー１０名と奥様３名で無事、 例会訪問プラスαを行い帰っ

てまいりました。

生まれた初めてスノーモービルなるものを体験させて頂きまし

たが、 その華麗なる運転サバキを生で見て頂けなっかたこと

が心残りです。 スノーモービルのことでお困りの方は是非ご

相談ください。

本田 実君
旭川空港ロータリークラブに訪問出来たこととスノーモービル

に乗れたことにニコニコいたします。

大久保 厚司君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。 休みが続き申し

訳ありません。

芥川 圭一郎君
禁煙３週間達成。 禁煙アプリによると１２， ０００円の節約がで

きたとのこと。 １， ０００円ニコニコします。


	1241
	1241-2

