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「リーディングプロジェクト始動の年」
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①都市としてのアイデンティティを高める。
②そのために、地域経済を牽引し、仕事を創出する
産業を育成し、
③ライフスタイル・ライフステージに応じた生活環境
を整える。
その実現のために当面手掛けるプロジェクトを「リー
ディングプロジェクト」と名付け、今年度から着手し
てゆきたいと思います。
① まず、クルーズ船入港体制の整備です。
国は、平成 32 年にクルーズ船による訪日外国人旅行
者数の目標を年間 500 万人と定め、その受け入れ実
現を期しています。
佐世保市は世界最大のクルーズ客船グループ・カーニ
バルコーポレーションと組んで計画書を作成、年間
100 万人の旅行者が佐世保に寄港できるよう対策を
講じます。
16 万トンの船が着岸できるよう桟橋を拡張し、民間
との協力の下、500～600 人が一堂に食事ができる場
所など、観光・商業施設を充実してゆきます。

今年は市制 115 年に当たります。特にイベントは考
えておりませんが、節目の年ですし、私が政治を志し
てから 30 年という年でもありますので、新たな思い
でスタートを切りたいと考えております。
「115」は「ワン・ツー・ゴー」であり、「い・い・
ご・縁」でもあります。その意味でも「リーディング
プロジェクト」を始動させたいと考えました。
「地方創生」と言われますが、佐世保の活性化を実
現するために次の 3 つの要素があると考えます。
本日の例会 ゲスト卓話

朝長 則男佐世保市長（名誉会員）

② つぎに俵ケ浦半島の開発です。
この地域では 3 つの小中学校が廃校になるなど、こ
のままでは取り残されます。県営つくも苑の跡地活用
などを含め、
住民主体のまちづくりのモデル地区とし
て、「俵ヶ浦半島振興計画」を始動してゆきます。
③ 第 3 に、九十九島認知度向上を図ります。
九十九島は佐世保市のかけがえのない財産ですが、知
名度は低い。
次回例会

ゲスト卓話

佐世保警察署 署長

森田 英孝 氏

九十九島を世界に向けてアピールするために、
「世界
で最も美しい湾クラブ」
に加盟できるよう準備を進め
ております。
今年の 9 月フランスのヴァンヌ市で開かれる大会に
出席し、プレゼンテーションしてまいります。
④名切地区再整備。
「名切地区まちづくり構想」にのっとり、市民の憩
い・教育・文化・スポーツの場として、中長期的に再
生する方針ができましたので、官民連携による整備を
行います。

2740 地区では 22 番目、全国の高専 51 校中 5 校目の
設立になります。「結成式」に出席された佐世保高専
の生徒 35 名のこれからのご活躍を願っております。
奉仕活動を通して社会との接点を持ち、地域から地区、
そして全国へと発展出来たら素晴らしいと考えてお
ります。
今週の日曜日は、第 28 回春季水泳室内記録会が佐世
保市温水プールで開催されます。
会員の皆様の多数の参加よろしくお願い致します。

⑤「英語が話せる街佐世保」を目指します。
たくさんの外国人が居住する佐世保の特性を生かし
誰もが英語を話せる街、グローバルな人材を育成する
街の実現を図ります。
3 月 25 日には宮本エリアナ氏を講師に迎え、
「英語×
させぼ」のフォーラムを開催します。
⑥防衛補助事業として前畑崎辺道路整備事業を行い
ます。
⑦統合型リゾート（IR）誘致。
候補地であるハウステンボスとの協議を整え、地域指
定に向けた取り組みを加速させます。
⑧企業立地・新工業団地整備を進めます。

〔佐世保高専インターアクトクラブ結成式〕

《幹事報告》
宮﨑有恒 幹事
《会長挨拶》

1. 例会変更
藤井良介 会長

本日の卓話は当クラブ名誉会員であります、佐世保市
長 朝長則男様の卓話です。
ご多忙の中 毎年卓話を頂戴しておりますが、今回は
「リーディングプロジェクト始動の年」というテーマ
です。謹んで拝聴したいと思います、よろしくお願い
致します。
一昨日の土曜日（２月２５日）は、佐世保工業高等専
門学校の「インターアクトクラブ結成式」があり、ご
参加頂いた会員の皆様、ありがとうございました。
2740 地区から武部第 5 グループガバナー補佐始め多
数の関係者の出席があり、又市内からも西海学園イン
ターアクトクラブ、聖和女子学院インターアクトクラ
ブの会員及び顧問の先生、キングハイスクールの校長
先生に出席頂き、無事に終了することができ、ありが
とうございました。

・佐世保東ＲＣ
3 月 9 日（木）12：30→3 月 13 日（月）18：30～
グランドファーストイン佐世保
（佐世保北・佐世保中央・佐世保東 合同例会のため）
・佐世保中央ＲＣ
3 月 16 日（木）12：30→3 月 13 日（月）18：30～
グランドファーストイン佐世保
（佐世保東・佐世保北・佐世保中央 合同例会のため）
・ハウステンボス佐世保ＲＣ
3 月 28 日（火）12：30→3 月 30 日（木）18：30～
香門（東彼杵町）
（観桜例会のため）

・佐世保ＲＣ
納所佳民 君

2.来信

・佐世保西ＲＣ
酒井英士 君

・国際ロータリー日本事務局
2017 年 3 月ロータリーレートのお知らせ
1 ドル＝116 円
・諫早南ＲＣ
事務所開場時間について〔開場時間〕
月・水 10：00～16：00
火・金 13：30～16：00
※ 木・土・日・祝日は閉場しております。
・佐世保ＲＣ
佐世保市内 8ＲＣ新睦ゴルフ大会開催日変更のお
願い
変更前）平成 29 年 5 月 28 日（日）
変更後）平成 29 年 5 月 21 日（日）

3.伝達事項
①3/1(水)13：45 より玉屋文化ﾎｰﾙにて市内 8ＲＣ親睦
ゴルフ大会競技委員・担当幹事会が開催されます。
②3/5(日)15：30 より平安閣サンプリエール（長崎市）
にて 2016 学年度米山記念奨学生修了式が開催され
ます。（タン君、指導教官出席）
③3/5（日）9：30 より第 28 回春季室内水泳記録会が
開催されます（北 RC 支援事業 開会式 支援金贈呈）

《委員会報告》
船津 学 奉仕プロジェクト青少年委員
先週もご連絡しましたが、当クラブ支援事業である
「平成２８年度第２８回県北地区春季室内水泳記録
会」が今週末の３月５日（日）午前９時３０分より開
催されます。場所は佐世保市温水プール（２５M）で
す。出欠は既に取っておりますが、当日参加も可能で
すので皆様のご参加を宜しくお願いいたします。
当日、会員の皆様は９時１５分までに現地にお集まり
ください。例年約１５～３０分でセレモニーは終了し
ております。
当日はプールサイドは濡れておりますの
で裸足になって戴くかスリッパをご持参ください。
以上、よろしくお願い致します。
渡会祐二 親睦活動委員長

④3/6（月）次回例会はゲスト卓話
佐世保警察署 署長 森田英孝 様 です。

《来訪ロータリアン》
・陸前高田ＲＣ 永田

雄治 君

本日例会終了後、７ＦアルバトロスにおいてＳＡＡと
親睦活動委員会の合同委員会を行います。３月１３日
の合同例会についてです。どうぞよろしくお願い致し
ます。

《ニコニコボックス 》
西沢

寛 親睦活動委員

名誉会員 佐世保市長 朝長則男 様より
卓話の謝礼をニコニコＢＯＸへいただきました。

永田武義君
永田雄治さん、第２５２０地区岩手県陸前高田ロータ
リークラブから遠路メーキャップに来ていただきあ
りがとうございます。毎年世界大会に案内してもらっ
て、いい勉強をさせてもらっています。今年はアメリ
カのアトランタです。世界のロータリアンに会えるの
を楽しみにしています。

陸前高田ＲＣ 永田雄治君
本日はメークアップよろしくお願いします。
佐世保ＲＣ 納所佳民君
佐世保ロータリークラブの納所と申します。
久しぶりに北クラブ様にメーキャップさせて頂きま
す。本日はお世話になります。

小川寛君
朝長則男市長様、本日の卓話楽しみに拝聴致します。
先週、市役所秘書課浜田様にお願いして佐世保の観光
パンフレットをお預かりして札幌の経済同友会の皆
様にＪＩＣＡ民間連携ボランティア制度の実施企業
として話をしてきましたところ、兄がパールシーに勤
務していますとか、私は高校卒業まで若葉町に住んで
いましたと言われる方々がおられ佐世保のパワーを
感じました。感謝

佐世保西ＲＣ 酒井英士君
今回、2 回目のメーキャップになります。お世話にな
ります。
藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事
本日の卓話者は、クラブの名誉会員佐世保市長、朝長
則男さまです。
ご多忙の中毎年卓話を頂戴しておりますが、今回は
「リーディングプロジェクト始動の年」というテーマ
です。ご来訪を歓迎すると共に、謹んで拝聴させてい
ただきます。
先週の土曜日は、待望の佐世保高専インターアクトク
ラブの「結成式」の式典を無事終了することができま
した。お世話していただいた会員の皆さんを始め、と
くにＳＳＡの小川会員お疲れ様でした。
村上寅雄君
朝長市長、本日のご来訪ありがとうございます。
卓話楽しみです。佐世保高専のインターアクトクラブ
結成おめでとうございます。今後の活躍を祈念します。
小西宗十君
朝長市長、本日はお忙しいところようこそいらっしゃ
いました。卓話楽しみに拝聴いたします。
佐世保高専のインターアクトクラブ結成式にご参加
の皆様、大変お疲れ様でした。大変いい結成式でした。
東田賢二君
一昨日は佐世保高専インターアクトクラブ結成式、本
当にありがとうございました。今後ともご指導のほど
何卒よろしくお願い致します。

〔インターアクトクラブ「結成式」にて〕
豊島揆一君
福田俊郎君
平石晃一君
富田耕司君
古賀新二君
鳥越敏博君
二ノ宮健君
緒方信行君
宮原明夫君
中山 誠君
中野雄一郎君
湯口純二君
峯 徳秀君
森
豊 君
蒲池芳明君
村瀬高広君
松永祐司君
渡会祐二君
西沢 寛君
船津 学 君
松田亜由美君
本日は北ロータリークラブ名誉会員佐世保市長
朝長則男様より卓話をいただけることを大変嬉しく
思います。リーディングプロジェクト始動の年とタイ
トルの大変興味のあるお話を謹んで拝聴させていた
だきます。

本日の合計
クラブ会報委員会

委員長 /二ノ宮 健

委員 / 小西宗十

中山

誠

鳥越敏博

48,000 円
蒲池芳明

累計 1,176,500 円
（記事担当

鳥越敏博）

