
                                        第 1555 回 №24 

                                         例会日: 2019.2.18  

Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 ゲスト卓話 姿斉塾 片山 賢 氏           次回例会  会員卓話 宮原明夫 会員 

《ゲスト卓話》 

 リーディングプロジェクトの取組み 

佐世保市長 朝長則男様 

  

 

 

明日の佐世保を創り出す８つの重要項目 

Ⅰ名切地区再整備 

小中一貫校の開設、全天候型遊戯施設、子育て情報支

援拠点施設の整備、県立武道館（弓道場）の整備、旧

市民会館跡地の活用など市中心部にある緑あふれる

公園の活用を推進します。 

 

 

Ⅱ俵ヶ浦半島開発 

旧つくも園跡地を観光公園化し、日本人外国人の観光

客用の大型レストラン、BBQ 施設、展望施設、全天候

型施設などを整備し、交流人口増加への対応と俵ヶ浦

地区の雇用の場づくりなど地域振興を図ります。 
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【本  日】会員数 44 名  出席 27 名 欠     席 2 名  出席規定免除会員（15）  出席 9名     出 席 率 94.74％ 

【前々回】会員数 44 名  出席  20 名 メークアップ 9 名   出席規定免除会員（15）  出席 12 名   修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019 年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 



Ⅲ企業立地・佐世保相浦工業団地整備 

相浦新工業団地を整備し、企業誘致・立地を推進しま

す。 

また、市中央部にはオフィス系企業の誘致をめざしま

す。 

 

 

 

Ⅳクルーズ船入港体制の整備 

国際旅客船拠点形成港（国交省指定）三浦国際ターミ

ナル、浦頭新国際ターミナル（仮称）を活用し、年間

300 隻 100 万人の集客をめざします。 

寄港地観光の受入れ態勢も整備します。 

 

 

 

Ⅴ特定複合観光施設（IR）の誘致 

長崎県主導のもと、特定複合観光施設区域の指定を獲

得し、ハウステンボス地区での立地をめざし、雇用の

増大・多様化による地域振興を図ります。 

 

 

 

 

Ⅵ基地との共存共生 

米海軍前畑弾薬庫の針尾島弾薬集積所への移転、前畑

～崎辺道路建設、海上自衛隊崎辺地区の大型護衛艦係

留施設等整備、陸自水陸機動団施設整備など、国防政

策の円滑な推進に協力します。 

 

 

 

 

Ⅶ世界で最も美しい湾クラブ・世界遺産・日本遺産

の活用 

世界に通用するブランドを活用し、全国・全世界に情

報発信し、観光客、移住者などの誘致に努めます。 

 

 

 

 

Ⅷ英語が話せる街 佐世保 

国際都市佐世保の環境を生かし、英語が話せ、英語で

交わるまちづくりを民間団体と連携し推進します。 

 

 

 

 



 

 

佐世保市の名産物を併せ持って豊かで元気なまちづ

くり 佐世保をアピールしていきたいと思っています。 

 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

《会長挨拶》 
                 森 豊 会長 

 
朝長佐世保市長と中山会員と中野副会長と私は

同じ昭和 24 年丑年生まれです。 

早生まれの関係で朝長市長と中山会員は学年では

１年先輩になります。 

佐世保南高では朝長市長と中山会員は野球部で活

躍されていました。 

中野副会長と私は高校 2 年の時、授業を中断し、

全校生徒で夏の高校野球に挑戦している佐世保南

高の試合のラジオ放送を聞かされました。 

「今年の佐世保南高は強かとや？」「１番センター

朝長、2番セカンド中山とセンターラインをがっち

り固めて甲子園も夢じゃなかごたるばい」という

ことでラジオ放送を聞き入るようにして応援しま

した。 

佐世保南高は組合せ抽選には縁がなく、いつも強

豪校との対戦が続いており、この年も甲子園の常

連校長崎海星との 1 回戦対戦で惜敗しました。 

その海星が甲子園出場でしたので、海星を破って

１回戦を突破してたら甲子園が見えていたのかも

知れません。 

そんな期待を込めてのラジオ放送での応援だった

と思います。 

佐世保南高は甲子園には縁がありませんが、佐世

保工業、清峰等地元の高校が出場すればそれはそ

れで我が高校のように応援するのは県北愛、佐世

保愛の表れです。 

朝長市長が押し進める多くのリーディングプロジ

ェクトも故郷愛、佐世保愛あればこそのプロジェ

クトだと思います。 

佐世保が熱く燃えることが、地域の活性化に繋が

るのだと信じます。 

朝長市長４期目の挑戦を熱く応援したいと思いま

す。 

 
 
 

 

《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

１．例会変更  

 

◆有田 RC 

 2 月 19 日（火）12：30～→18：30～かむら 

（太良 RC 合同例会のため） 

 

◆伊万里西 RC   

2 月 21 日（木）伊万里迎賓館 2F「ロイヤル」 

18：30～（喜寿お祝いのため）  

  3 月 21 日（木）休 会  

（定款第 8条第 1節により） 

  4 月 4 日（木）伊万里迎賓館 2F「ロイヤル」 

18：30～（観桜会のため） 

 

 ◆佐世保東 RC   

3 月 28 日（木）12：30～→3月 23 日（土） 

12：00～国際観光ホテル旗松亭 

（観桜家族会のため） 

  3 月 21 日（木）休 会  

（定款第 8条第 1節により） 

 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 船津 学） 

本日の合計 44,000 円    累計 961,000 円 

２．来 信  

 

◆国際ロータリー日本事務局 

  2019 年 1 月末までの RIJO-FAQ 配信履歴 

 

 ◆公財）ロータリー米山記念奨学会 

  ハイライトよねやま Vol.227 

 

 ◆ガバナー事務所 

  ① 地区公共イメージ第 14 号 

  ② My Rotary 登録者数及びクラブセントラル 

 

 ◆ガバナーエレクト事務所 

  「会長要覧」 

 

 ◆佐世保 RC 

  2019～2020 年度  

第 1 回佐世保市内 8RC 会長・幹事会のご案内 

  日 時：3月 13 日（水）18：30～  

場 所：佐世保ワシントンホテル  

  

 ◆佐世保東ＲＣ 

第 47 回佐世保市内 8RC 親睦ゴルフ大会  

競技委員・担当幹事会議のご案内 

  日 時：3月 5日（火）14：00～  

場 所：グランドファーストイン佐世保 

      

 ◆佐世保工業高等専門学校 

  平成 30 年度卒業式及び専攻科修了式について 

（ご案内） 

  日 時：2019 年 3 月 15 日（金）午前 10 時開式 

  場 所：佐世保工業高等専門学校 第一体育館 

     

 ◆株式会社 クマヒラ 

「抜萃のつづりその七十八」  

 

３．伝達事項 

 

 ①2/21（木）18：30 より 

グランドファーストイン佐世保にて第 8回理事 

会を開催いたします。 

 

 ②ガバナーエレクト事務所からのアンケート提出 

がまだの方は事務局までよろしくお願い致しま 

す。 

 

③次回 2/25（月）はゲスト卓話 姿斉塾 片山賢 

氏です。 

 

 

《委員会報告》 

ロータリー情報委員会 渡会祐二委員長 

2 月 23 日 18 時 30 分より小倉の地にて第 2 回家庭集

会を開催いたします。 

ご参加の皆様は、本日配布しましたご案内をご確認い

ただくようお願いいたします。 

 

奉仕プロジェクト 青少年委員会 宮原明夫委員長 

3月2日(土)と3日(日)の2日は地区補助金事業の「元

オリンピック選手による水泳指導」と「春季室内水泳

記録会」が開催されます。 

多くの会員の方の参加をお願いします。 

その準備として 2月 25 日(月)例会終了後、ラウンジ

明子にて青少年委員会と社会奉仕委員会を合同で開

催しますので参加をお願いします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

森 豊会長 中野雄一郎副会長 松田信哉幹事 

本日は、我がクラブの名誉会員である朝長佐世保市長

による卓話です。激動する佐世保の経済をこの 4年間

しっかりと舵をとってこられました。これからの活躍

も大いに期待しております。本日は、「リーディング

プロジェクトの取組み」と題してのお話をしていただ

きます。朝長市長、よろしくお願いいたします。 

 
中山 誠君  

朝長市長、本日の卓話よろしくお願いします。来る市

長四期目の花が咲くよう応援いたします。 
 
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

富田耕司君 藤井良介君 緒方信行君 宮﨑有恒君 

古賀新二君 湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君 

近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 船津 学君 

八木順平君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君 

茶村亜子君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 

本日の卓話は名誉会員であられます佐世保市長朝長

則男様です。ご来訪をこころより歓迎いたします。「リ

ーディングプロジェクトの取組み」と題して、これか

らの佐世保市についてお話をいただきます。公務の間

のお時間を割いていただき、ありがとうございます。

会員一同、謹んで拝聴させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 
 


