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　韓国訪問が終わったら、 なんとなく気が抜けて会長挨拶の

ネタも思い浮かばなくなりました。 今日は、 一体何を話そう

かと朝から思案をしていましたが、 残りのプログラムを確認し

たら今日を含めて会長挨拶も残り８回となり、 いよいよカウン

トダウンに入りました。 一年経過するのが本当に早いもので

すね！

この一年色々と話題もたくさんありましたが、 特に最近の異

常気象は不気味な気がします。 ハイチやチリの大地震、 最

近では中国清海省でも大地震があり多くの犠牲者が出まし

た。 日本では４月と言うのに関東地方では雪が降ったり、やっ

とリーマンショックから立ち直りかけた世界経済もアイスランド

での火山の大噴火でヨーロッパをはじめとする各航空会社の

飛行機の運休等、 これからの世界経済に影を落とすような

出来事ばかりでした。 これから先この火山の噴火が日本への

影響がどのような形で現れるのか本当に心配です。

　さて、 次年度の被選理事会も先日６回目に入り内容も盛り

沢山になってきましたし、 ２０周年実行委員会の内容も次第

に固まってきたようです。 と言う事でこの時期になれば、 ほと

んど次年度に皆さんの気持ちも向きつつありますが、

今年もまだ残っていますので引き続き皆様のご協力

よろしくお願いいたします。

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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１． 例会変更

　　伊万里西ロータリークラブ

　　　４月２９日(木)・５月６日(木)　

　　　休会　定款第６条第１節により

　　佐世保ロータリークラブ

　　　５月５日(水)　休会　定款第６条第１節により

　　雲仙ロータリークラブ

　　　５月１日(土)　休会　定款第６条第１節のより

　　佐世保北ロータリークラブ

　　　５月１０日(月)１８：３０～　

　　　シネマボックス太陽　従業員招待例会のため

　　佐世保西ロータリークラブ

　　　５月１１日(火)１２：３０～→５月１１日(火)１８：３０～

　　　ホテル万松楼本館１階 「芙蓉の間」　夜の例会のため

　　　５月１８日(火)１２：３０～　　

　　　西海パールシーリゾート　職場訪問例会のため
　　　

２． 来　　信

　・ＲＩ第２６５０地区マニュアル編集委員会

　　ロータリアンのための 「ロータリー情報冊子」 のご案内
　

　・ガバナー事務所より

　　１） ポリオ撲滅ご寄付、進捗状況のご報告

　　２） ５月のロータリーレート　１ドル　９２円(現行９０円)

本日のビジター紹介
　 佐世保市長　　　　　　　　　　　　　　　朝長　則男様

   佐世保南ロータリークラブ　　　　　　角　　 康隆様

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田添　孝佳様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松尾　圭祐様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 畑田     明様

会長：井上 亮／副会長：平岩 義昭／幹事：池永 隆司創立：1990年9月29日／認証：1990年10月22日
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ニコニコボックス
親睦活動委員会／瀬戸浩君

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

皆さんこんにちは。 来週は祝日で例会はお休み。 という事

で今月最後の例会です。 いよいよ我々執行部、 残すとこ

ろ２ヶ月となりました。 私どもに対しまして、 まだやり残して

いる会員がおられましたら、 早めに言って下さい。 ローソク

の火は消える直前が一番輝くと言います。 最後、 輝かせて

下さい。 本日、 朝長市長のご来訪を歓迎致します。 又、

池永幹事より結婚記念日のお花ありがとうございますとのこと

です。

西村 浩輝君

今月２９日は結婚記念日です。 休会が続きますので、 前

もってニコニコしときます。 すばらしい花が届きますので楽

しみにしております。 ありがとうございます。

前田 眞澄君

本日、 誕生日祝いありがとうございます。 先週は一部の方

に声をかけて頂き、 お祝いもしてもらえました。 今日は朝

長市長もお見えですし、 普通にニコニコします。 指山さん、

うけねらいではなくてすみません。

本日の合計　　　　　6,000円
本年度の累計　　  725,240 円

２０周年実行委員会報告
　　副委員長／古賀純男君

２０周年実行委員会 も３回目が終わり、 最終段階にはいりました。

本議事をまとめて次年度の理事会で協議し、 承認を頂く段階です。

詳細は記念事業部会長の坂井君より報告します。

２０周年記念事業部会長

中央会幹事　坂井 智照君

２０周年記念事業部会報告

事業内容 : ９月２６日、 アルカスＳＡＳＥＢＯで視覚障がい者

団体の 「新星７８」 に音楽を演奏して頂く予定です。 関係

団体に佐世保市の視覚障がい者は約１,０００名で視覚障がい

関係団体に所属されている人は１２４名と少ないのには驚き

ました。 団体に所属されていない方々と音楽が得意な方々の

情報が欲しいと思っております。 会員の皆様には視覚障が

い者をはじめとした方々や情報をできるだけ沢山ご連絡の

程， 宜しくお願い致します。 また、 ポスター、 チラシやプ

ログラムなど予算の関係上足りませんので， プログラムの広

告に皆様の会社の宣伝を宜しくお願い致します。 印刷にお

きましてはパスト会長の松尾君に格安で依頼しております。

中央会

5 月 1 日の北クラブとのゴルフ対抗戦において北クラブは

１２名 ・ 中央クラブは１０名、 懇親会は北クラブは１４名

中央クラブは１０名で参加者が少ないようです。 競技と懇親

会に参加される方はご一報の程、 宜しくお願いします。

【　４月誕生日会員　】

　昭和２４年４月　１日　指山　康二 君

　昭和３５年４月１５日　前田　眞澄 君

　　

【　４月結婚記念日会員　】

　４月　６日　古川　直記 ・ 敏子 ご夫妻

　４月１３日　池永　隆司 ・ 智恵子ご夫妻

　４月２２日　本村　政信 ・ 美規子ご夫妻

　４月２９日　西村　浩輝  ・ 雅子ご夫妻

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブより

　　第８回佐世保市内８ＲＣ会長・幹事会のご案内

　　日時　５月１２日 （火）　１８：３０～

　　場所　ホテルヨーロッパ　吉翠亭

３． 伝達・通知

    　４月２９日は祝日休会、 ５月６日は特別休会です。
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　皆様、 こんにちは。

佐世保中央ロータリークラ

ブの皆様方にはお世話か

けております。 本年度の

井上会長に卓話を２回も

呼ばれまして、 ありがとう

ございます。 お手元にパ

ンフレットを配布しておりますが、 佐世保市国際政策課では５月

２１日、 ２２日に中国からの２０名の高校生 （男子８名、 女子１２名）

のホストファミリィーの募集をしております。 ２泊３日ですがホーム

ステイの受入れの程、 宜しくお願いします。 また、 福田先生に

は佐世保市の公平委員として人事発令通知書の辞令を承けて

頂きました。

　佐世保中央ロータリークラブの姉妹クラブである韓国釜山蓮山

ロータリークラブに訪問されたとのことですが、 私も懐かしく思い

ます。 その時、呉市と姉妹提携している韓国海軍の町・鎮海 （チ

ネ） 市に訪問されたそうで、 私も来月、 鎮海市から交流のため

に呼ばれています。 鎮海は三川内とも関連が深く、 三川内焼き

のルーツは鎮海に辿るそうです。 また、 鎮海市は周囲２市と合

併し１２０万都市になる予定で、 佐世保 ・ 釜山国際航路の開通

もありますし、 釜山市とともに鎮海市とはより交流が深まると思い

ます。

　また、 私といたしましても任期残り１年となりましたが、 これまで

同様真剣勝負で頑張ります。 選挙公約に掲げたマニフェスト６７

項目のうちこの３年間で実現・事業化ができた A ランクは３８項目、

現在取りかかっている B ランクが２８項目で６６項目の事業展開が

できました。 後の１項目は前畑弾薬庫の跡地をどうするかは、 未

だ返還されておりませんので企画をする段階ではございません

ので返還が決まった頃に展開したいと思っております。

実現 ・ 事業化できた事項として

・ ごみ処理券の廃止は昨年１月に開始しました。

・中学校の給食化はいくつかのモデル校選定と個別の学校に給

食室を設置するより経費削減となる給食センター方式として西九

州自動車道開通により旧市内に３０分以内に配食可能な場所とし

て卸団地に決定し、 平成２４年に開始予定です。

・ 行財政改革として平成１７年予測した佐世保財政約８０億円の

財源不足に関しましては市職員の２５０名削減を掲げまして、 平

～平成２２年度まちづくりの重点課題への取り組み～

成２１年度までに総合病院の看護師を含め、 定員５８名増員し

ても１８０名削減することで市財源不足を解消致しました。 しか

し、 私自身のマニフェストでは平成２２年から平成３１年に約９６

億財源不足になると予測し、 約５１億は見通しができています

が、 約４５億は不足分の解消を考えております。

　

　次に佐世保市が周辺の町と合併したときの職員定数の問題が

ありますので、 現在の行政センター方式の見直しが必要です。

旧市内の市職員は２～３万人に対して６人ですが， 合併した吉

井町、 小佐々町は６千人に対して１７人、 三川内は３千人に対

し６名、 世知原は３千人に対し十数名、 離島においても予測定

員以上の市職員数を配置しており、 定員の削減が今後の課題

となっております。

・ 合併したことで佐世保市の予算は約１ ,１００億円となりました。

加えまして民主党政権では市の子ども手当の支給は約４０億円

（子ども１人に１３ ,０００円） で来年度からは約８０億円 ( 子ども１

人に２６ ,０００円） となります。 今後、 負債総額が増大する国の

財政から地方財政の仕組みや予算の組み方も代わると思いま

す。 今年度予算において、 佐世保市の負債 ( 借入金 ) が約１,

２２０億、 基金 ( 貯金 ) は約２１５億あります。 この負債 ( 借入金）

の内、 国が約８２０億を交付税措置しており、 佐世保市単独で

約４００億の実質的な債務があります。 しかし、 国が破綻すれ

ば地方に負担がかかりますので楽観はできません。

・ ハウステンボスの再生資金をＨＩＳが支援し、 昨日 (４月２１日 )

債権者が集結して債権放棄をしましたので、 ハウステンボスは

これまでの更正会社から株式会社となりＨＩＳの主導の下に借金

０， 資産総額数百億の自由に羽ばたける会社となりました。 こ

れまで年間約２０億の赤字のうち市固定資産税の約８億は市の

ハウステンボス再生支援交付金により、 他に熱供給会社やガス

会社の値引き、 県の支援等々により、 損益分岐点が下がって

利益がでて従業員の確保と増員など新しい展開をして頂けると

思います。

・ 佐世保市の水不足問題ですが石木ダム問題は平行線を辿っ

ていますので、 国に事業認定の申請をして、 今後の活動を示

していきたいと思います。

・ 基地問題は崎辺地区の米軍の LＣＡＣ( エルキャック） が撤退

しますので、 跡地は海上自衛隊にと地区や国の方にお願いし

ております。

・ 核疑惑 ・ 核密約問題は国が認めましたので、 岡田外務大臣

が近くお詫びにこられますが、 その内容をもって判断 （対応）

していきたいと思います。

　まだまだお話ししなければならないことが沢山ありますが、 時

間の関係上、 最後に私の政治姿勢は３つの C ということで閉め

させて頂きます。 ３つのCとはチャレンジ、チェンジ、コミュニケー

ション / Challenge, Change, Communication で、 この標語を基

に今後市のさらなる改革を押し進めていきたいと思います。

佐世保市長　朝長　則男様

≪これからの佐世保のまちづくり≫
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１． 本市を取り巻く環境変化

　～国内経済の状況等～

２．まちづくりの重点課題（課題解決のためのまちづくりの取組み）

(1)企業立地と地域の人材育成を柱とした地元経済の活性化・        

    雇用拡大の推進について

　 【新規事業】

        緊急経営対策資金利子補給事業　1,631,719千円

　      緊急雇用創出事業（ホテルコンシェルジュ創出事業など）           

                            　　　　　　　　　　　     118,244千円

　　    農林水産業基本計画改訂事業　        2,800千円

(2)自ら進んで取り組む 『心と体』 の健康づくりに対する総合的   

    な支援について

    【新規事業】

         小児救急・事故予防対策事業 （※職員提案事業）

                                                            3,500千円

(3) “地域ぐるみ” での 『安全・安心な生活を守るまちづくり』 の  

   仕組みの構築について

   【新規事業】

       水道事業会計繰出金・貸付金　      313,000千円

(4)家庭・学校・地域が一体となって支える子育て・教育の環境 

   づくりと関連施設の充実について

   【新規事業】

       子ども手当支給事業　                  4,088,775千円

　     中学校運動部活動外部指導者補助金　3,696千円

　     長崎国体施設整備事業　                  14,380千円

(5)自然・歴史・文化、 産業等の地域資源を活用した佐世保の 

   魅力向上について

  【新規事業】

      針尾送信所保存整備事業　                5,000千円

　    無窮洞トイレ整備事業　                     16,000千円

(6)環境教育・環境学習の総合的な推進と安定した廃棄物処

理施設の運営について

   【新規事業】

       グリーンニューディール基金事業 （市道新鹿子前トンネル 

       内照明灯省エネ改修                        44,390千円

      東部クリーンセンター基幹改修事業　    21,000千円

(7)安全で快適に移動することができる地域交通ネットワークの  

   構築について

３． 都市経営の取組み

(1)市民・地域が主役となり、 市民・行政との協働によるまちづ  

    くりの下支えについて

   【新規事業】

        させぼ美し化プロジェクト （道路） 事業　5,000千円

　　　道路アダプトプログラム事業　                 584千円

   　 みんなが作る冒険遊具事業（烏帽子スポーツの里整備事業） 

                                                            2,000千円

※職員提案事業

(2)市民や時代のﾆｰｽﾞに柔軟に対応できる経営の視点を持った

　　行政運営について

　　【新規事業】

　　　　地域審議会運営事業 （江迎・鹿町）　16,776千円

　　　　江迎行政センター運営事業など　     26,970千円

　　　　鹿町行政センター運営事業など　     27,435千円

４． 重要課題

○ハウステンボスの再生支援

○石木ダムの建設推進

○前畑弾薬庫の移転・返還、 崎辺地区の利活用

５． トピック

①西九州自動車道　佐世保中央インターチェンジ～相浦中里

インターチェンジの供用開始　　　　　　　　　　　　　（３月２０日）

②動植物園での県内初のツシマヤマネコの飼育下繁殖事業開始  

                                    　　　　　　　　　　　　　 （３月３０日）

③江迎町・鹿町町との合併　　　　　　　　　　　　　（３月３１日）

④佐世保市・長崎市・雲仙市の３市共同での福岡都市圏にお

けるアンテナショップの出店　　　　　　　　　　　　（１０月予定）

●マニフェストの進捗状況

　「行財政改革」、 「子育てや教育・福祉」、 「経済の活性化とま

ちづくり」、 「港と防衛」 をまちづくりの柱に据え、 ６７項目の政策

を提示

　≪進捗状況≫

     【実現・事業化】 ３８項目 （56.7％）

     「ごみ処理券廃止」 「中学校  給食の実施」 など

    【着手】 ２８項目 （41.8％）

     「石木ダム建設促進」 「前畑弾薬庫の移転促進」 など

   【未着手】 １項目 （　1.5％）

    「前畑弾薬庫の跡地活用委員会の設置」

District2740 Sasebo Chuo Rotary Club Since 1990.9.29

事務局：〒857-0872佐世保市上京町3-2 セントラルホテル佐世保419号室　TEL.0956-25-5595/FAX.0956-25-3445　E-mail chuo.rc@theia.ocn.ne.jp　ホームページURL：http://www.sasebochuo-rc.net/

次回例会　   ５月１３日(木)１８：３０～

次次回例会　 ５月２０日(木)１２：３０～

ＳＡＡ/本日の司会：前田　眞澄 君、音響：南部　建 君


	925.pdf
	925-2
	925-3
	925-4

