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【本 日】会員数 43 名 出席

25 名

【前々回】会員数 43 名 出席 26 名

欠

席 6 名 出席規定免除会員（12） 出席 8 名 ビジター3 名 出 席 率 84.62％

メークアップ 5 名 出席規定免除会員（12） 出席 8 名

《ゲスト卓話 》
「リーディングプロジェクト」
佐世保市長

朝長則男

① クルーズ船入港体制整備
（佐世保港国際クルーズ拠点形成事業）
本事業は、
「明日
の日本を支える
観光ビジョン
（平成２８年３
月３０日；同構
想会議」に掲げ
られた「２０２
０年訪日クルーズ旅客５００万人」
に向けた具体的施
策として、
官民が連携して国際クルーズ拠点の形成を
図るものです。昨年１月、佐世保港は、世界最大のク
ルーズ客船グループのカーニバルコーポレーション
と連名で、
官民連携による国際クルーズ拠点を形成す
る港湾として選定され、また、同年７月には、港湾法
本日の例会

ゲスト卓話

佐世保青年会議所

修正出席率 100.0％

の改正に伴い「国際旅客船拠点形成港湾」に指定され
ました。
この指定を受け、佐世保港浦頭地区においては、新
たな施設整備を行うこととしており、今年度より国直
轄事業として岸壁整備等を行う佐世保港国際クルー
ズ拠点整備事業に着手いただくなど、国、カーニバル
コーポレーション、佐世保市が連携して、平成３２年
度の供用開始を目標に、事業進捗を図っております。
カーニバルコーポレーション傘下にあるブランド
のクルーズ船のみで、平成３２年の供用開始時には年
間２００回、また、目標とする平成３６年には年間３
００回の寄港が見込まれており、これに伴い多くのク
ルーズ旅客が本市を訪れることとなります。
観光関連
産業を中心とした地域経済の活性化が期待されるこ
とから、クルーズ旅客の受入態勢の整備についても積
極的に図る必要があります。
また、
三浦岸壁においては既存の２７０ｍの岸壁を
１００ｍ延伸する工事に着手しており、
今月には初の
１０万トン級の客船が入港しております。７月には工
事が完了し、今後は１６万トン級までの客船が受け入
れ可能となります。佐世保港が、東アジアからのゲー
トウェイ機能を有した日本有数のクルーズ拠点とし
て発展することを目指し、
チャンスを逸することなく
取り組んでまいりたいと考えております。
②俵ケ浦半島開発
俵ヶ浦半島は少子
高齢化に伴う空き
家の増加や学校の
統廃合など、様々な
地域の課題を抱え

内海梨恵子理事長

次回例会

第 3 回クラブフォーラム

ています。この現実に向き合いながら、１０年後、４
０年後の半島の地域コミュニティの維持を目指し
「俵
ヶ浦半島未来計画」
に基づく取り組みを平成２９年度
から住民主体で実施しています。
平成２９年度末にリニューアル予定の展海峰の売
店は「半島キッチン ツッテホッテ」に名称を改め、
地域の農産物を使った商品開発や売り場の改善を通
して地域の自慢の逸品を提供できるスペースにし、
そ
の利益をもって地域の困り事の解決に資する取組み
を検討されております。
また、
半島の長年の懸念であったつくも苑跡地の活
用については、
クルーズ船観光客受入も視野に入れた
「観光公園整備」
を県と協力しながら進めてまいりま
す。
③

九十九島認知度向上
（世界で最も美しい湾クラブ加盟）
九十九島
認知度向上
を目的に平
成２７年度
から３か年、
九十九島Ｐ
Ｒ推進事業
を実施して
います。平成２９年度は事業最終年度として、初年度
から３か年継続実施している首都圏での九十九島Ｐ
Ｒレストラン展開のほか、
全国での話題作りを目的と
した、大相撲初場所への「九十九島」懸賞幕の掲出や
九十九島のドローン映像を用いた Web 上の宝探し企
画「九十九島からの挑戦」などを実施いたしました。
また、
この美しい九十九島を世界に向けてアピール
するため、
フランスのヴァンヌ市に本部を置く国際組
織、
「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟を目指し
ています。
国内においては、松島湾、天橋立のある伊根湾・宮
津湾、富士山と美保の松原の駿河湾、そして立山連峰
の富山湾の４つの湾が登録されており、
いずれも風光
明媚で水産資源の豊かな地域です。
加盟によって九十九島の世界的な知名度向上を図
るとともに、
国内及び海外の加盟地域とのネットワー
ク構築による地域活性化や、
訪日外国人観光客の増加
につなげたいと考えております。
④

名切地区再整備
中央公園
から旧花園
中学校にい
たる約１７.
２ha の公有
地の中長期

的な土地利用の方針として「名切地区まちづくり構想」
を策定し、今年度はこの構想に基づき、旧花園中学校
跡地を
活用す
る民間
事業者
の公募
を行い
ました。
平成３
０年度は、
名切地区の玄関口に位置するスポーツ広場
や、貴重な自然環境が残る旧児童文化館一帯のエリア
について、
子育て世代のニーズが高い
「屋内あそび場」
の設置をはじめとし、多くの人が訪れ、憩い、交流す
る魅力的な公園として再生するよう、整備、管理、運
営を一体的に実施するパートナーとなる民間事業者
を公募する
「都市公園における新たな官民連携の手法」
を用いた事業に着手します。
⑤

英語が話せる街 佐世保

本市が持つ
国際色豊かな
風土や文化を
活用し、グロ
ーバル化が急
速に進む社会
の中で、ふる
さと佐世保に誇りをもち、
諸外国の方々と自らコミュ
ニケーションをとることができる国際人材を佐世保
の地から育むために、小中学生を対象に英語力と国際
理解力、社会性等の向上に向けた取組を進めています。
また、子どもだけではなく、全ての世代の市民の皆
さまがこれまで以上に外国の方々と交流し、
身近に英
語や異国文化に触れ、学ぶことができる環境を創出す
るために、facebook を通じた情報発信（E channel）
や sasebo expo の開催など、多様な分野の事業者の
方々や各種団体、大学と協働した
「英語シャワー事業」
を展開しています。
今後も引き続きこれらの取組を進めながら、
「佐世
保暮らし＝英語が身に付く」という都市としての価値
を高めていきたいと考えております。
⑥

基地との共存共生（前畑崎辺道路整備）
崎辺
地区に
おいて
は、西側
につい
て、平成
３０年
度中に

陸上自衛隊水陸機動団の水陸両用車部隊が配備予定
であるなど、
自衛隊による施設整備や運用が行われる
こととなっておりますが、
大型車両の通行や通行車両
の増加により、
地域住民の日常生活に重大な影響を及
ぼすことが懸念されます。
このことを踏まえ、前畑崎辺道路の整備について、平
成２９年度から防衛省の補助事業として着手し、
平成
３０年度は、調査、設計などの予算を計上し、事業進
捗を図るところです。
⑦

統合型リゾート（ＩＲ）誘致

平成２
８年１
２月に
ＩＲ推
進法が
成立し、
国では
ＩＲ実
施法案の成立に向けた検討が行われており、
佐世保市、
地元経済界で長年にわたり議論を進めてきたＩＲの
実現可能性が高まっています。
本市では、平成２６年より長崎県と「長崎県・佐世
保市ＩＲ推進協議会」を立ち上げ、昨年１０月には長
崎県にＩＲ推進室が設置され、
全国の地方自治体に先
駆けてＩＲ誘致に向けた取組みを進めてまいりまし
た。昨年はネバダ州や東海岸への視察を行い、様々な
業種への波及効果があることを再確認いたしました。
平成３０年度は、
国における依存症などのリスク対策
を含む制度設計をはじめとしたＩＲの実現に向けた
法整備が進むことが予想されることから、
今後は地域
指定に向けた取組みを加速させてまいります。
⑧

企業立地・新工業団地整備

これま
で、小佐々
地区の「ウ
エストテ
クノ佐世
保」に３社
立地し、市
内中心部
ではオフィス系企業の立地が決定し、今年度から本格
操業いたしております。
さらなる企業立地の早期実現
のため、
自動車関連企業、
オフィス系企業を重点的に、
トップセールスも含め、年間１，０００件の企業訪問
を目標とし、強力に誘致活動を展開していきます。
また、製造業の新たな企業誘致の受け皿となる、相
浦地区の新規市営工業団地につきましても、
平成３１
年１０月の分譲開始に向け、
着実な工事の進捗を図っ
てまいります。

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
先週末、風は若干まだ冷たさを感じるものの、春を
少しばかり予感させる天候でありました。巷のガソリ
ンスタンドでは、雪の影響でこれまで汚れまくってい
た愛車の洗車に勤しむ方を多数お見受けしましたが、
残念ながら本日は雨となってしまいました。
なにはと
もあれ、春はすぐそこまでやってきている模様です。
さて、2 月 9 日より開催されましたピョンチャンオ
リンピックも早 10 日間が過ぎ、残り一週間となりま
した。
私が今更皆様へ申し上げることもないかとは存
じますが、この週末で待望の金メダルを獲得し、20
年前 1998 年の長野オリンピックでのメダル 10 個に並
んだとの報道がなされています。
怪我からの復帰であったり、
それぞれの過去の悔し
さをバネに不撓不屈の精神で頑張ってきたメダリス
トの方々に勇気をもらって、我々もまた頑張ろうとい
う気持のさせてくれる。
やはりオリンピックはいいな
あと感じている次第です。
さて、最後になりますが、本日は当クラブ名誉会員
である朝長市長に卓話を頂きます。昨年は「リーディ
ングプロジェクト始動の年」と題してお話頂いており
ますので、
今回は一年経過した現状をお話頂けるとの
ことです。どうぞよろしくお願い致します。

《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1.例会変更
◆佐世保東 RC
3 月 8 日（木）12：30→18：30～
ホテルオークラ JR ハウステンボス 1 階
「鳳威の間」
（佐世保北・佐世保中央・佐世保東 3 ラブ合同例会の
ため）
3 月 29 日（木） 休会（定款第 8 条第 1 節により）
◆佐世保中央 RC
3 月 8 日（木）18：30～
ホテルオークラ JR ハウステンボス 1 階「鳳威の間」
（佐世保東・佐世保北・佐世保中央 3 クラブ合同例
会のため）
3 月 29 日（木） 休会（定款第 8 条第 1 節により）
◆佐世保東南 RC
2 月 21 日（水） 休会（定款第 8 条第 1 節により）

本 日 の

2.来信
累計 124,
◆公財）ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま Vol.215（セルフ BOX 配布）
◆ガバナー事務所
My Rotary 登録優秀クラブ賞〔100％登録達成〕
表彰状（合同例会にて表彰があります）

◆ガバナーエレクト事務所
2018～2019 年度 地区研修・協議会開催のご案内
日時：4 月 15 日（日）13：00～
受付 14：00～開会 18：10 閉会予定
場所：ホテルオークラ JR ハウステンボス
◆佐世保南 RC
第 46 回佐世保市内 8RC 親睦ゴルフ大会のご案内
（皆
さんのセルフ BOX へ入れております）
日時：平成 30 年４月 22 日（日）午前 8：59
アウト、イン同時スタート
場所：佐世保カントリー倶楽部石盛岳ゴルフコース
（佐世保市知見寺町 1410 TEL0956-49-5654）
い）パーティーのみ参加 6,000 円
◆佐世保東南 RC
第 6G ガバナー補佐クラブ協議会日程表（案）
について
◆佐世保工業高等専門学校
①平成 29 年度卒業式及び専攻科修了式について
日時：平成 30 年 3 月 16 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
②島揆一会員への感謝状贈呈について

《来訪ロータリアン》
◆佐世保南 RC 西沢雅幸君

國﨑忠臣君

◆佐世保中央 RC 馬渡圭一君

《委員会報告》
◆奉仕プロジェクト青少年委員会
村瀨高広 委員長
第 29 回県北地区春季室内水泳記録会開催ご案内
平成 30 年 3 月 4 日（日）9：30～
当クラブの支援事業となります。可能な方は開会式
へのご参加お願い致します。
◆親睦活動委員会
松田信哉 委員長
5 月 20 日予定の花みずき会の出欠の件宜しくお願
いします。
4 月 1 日観桜会の案内をさせて頂きました。出欠の
連絡を宜しくお願いします。
◆株式会社 熊平製作所
抜粋のつづり その七十七（セルフ BOX 配布）

◆職業奉仕委員会
宮原明夫委員長

3.伝達事項
①2/22（木）18：30 よりグランドファーストイン
佐世保にて第 3 回次年度理事会を開催いたしま
す。
②2/26（月）次回例会はゲスト卓話
佐世保青年会議所 内海梨恵子 理事長です。

➀職業奉仕委員会開催のお知らせ
2 月 26 日（月）例会修了後 13：30～
於ラウンジあきこ（佐世保北 RC 事務局）
➁佐世保高専インターアクトクラブの会員を対象に
しました作文コンテストに 7 名の応募がありまし
た。これから、審査を行い表彰したいと思います。

《ニコニコボックス》
中川信次

卓話者 朝長則男市長より
ただきました

親睦活動委員

謝礼をニコニコへい

佐世保南 RC 西沢雅幸君
佐世保南 RC の西沢雅幸です。本日はよろしくお願い
致します。
佐世保南 RC 國崎忠臣君
下半期峯会長年度、会長はじめ、役員の方々のご健闘
をお祈り申し上げます。
佐世保南 RC60 周年事業では、
お世話になりました。ありがとうございました。
佐世保中央 RC 馬渡圭一君
佐世保中央 RC の馬渡圭一と申します。私事で僭越で
すが、本年より、貴クラブの渡会祐二会員が代表を務
める佐世保フロンティア法律事務所の副代表弁護士
に就任させていただくこととなりました。
本日は少し
でも顔を知って頂こうと思い、
お伺いさせて頂きまし
た。若輩者ではございますが、佐世保のため一生懸命
がんばりますので、どうぞよろしくお願い致します。
峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事
本日は、
名誉会員の佐世保市長 朝長則男様のご来訪
を心から歓迎致します。お忙しい中、まことに有り難
うございます。
リーディングプロジェクトのお話をい
ただけるとのことで、会員一同、楽しみに拝聴させて
頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 藤井良介君
緒方信行君 中山 誠君 宮﨑有恒君 古賀新二君
宮原明夫君 森
豊君 村瀨高広君 松田信哉君
松永祐司君 小川 寛君 松尾重巳君 田島 慎君
公門新治君 船津 学君 八木順平君 小西研一君
中川信次君 二ノ宮 健君
本日は名誉会員である朝長則男市長のご来訪を心よ
り歓迎致します。また、公務でご多忙の中、佐世保北
RC への諸行事へのご参加誠にありがとうございます。
本日は会員一同楽しみに拝聴させて頂きます。どうぞ
よろしくお願い致します。
事務局 窪田明子君
先日の雲仙 RC 訪問では宮﨑さん、村瀨さん、大変お
世話になりました。また、夜は小川寛さん、中川さん
にもお世話になり有り難うございました。それから、
会員皆さんのネームプレートを一緒に磨いて下さい
ました八木さん、田島さんありがとうございました。
八木会員、
田島会員がネームプレートを綺麗に磨いて
下さいました。ありがとうございました。
八木さんが事務局へ来てくださり、
田島メガネへ持っ
ていかれ機械とヤスリの手磨きにて全部をキレイに
してきてくださいました。 八木さんと田島さんのご
協力に感謝感謝です。

村上寅雄君
本日の卓話、朝長市長お疲れ様です。7～8 年前まで
は、
早朝ウォーキングで時々お会いしておりましたが、
今でも続けられている事と思います。
健康で佐世保市
の発展の為に宜しくお願い致します。
豊島揆一君
朝長市長の卓話楽しみに拝聴させて頂きます。
2 月 13 日は東田校長には大変お世話になりました。
記念写真も届きました。ありがとうございます。
渡会祐二君
先日、皆様にもご案内を差し上げたところですが、本
年 1 月より、
これまで勤務弁護士として頑張ってきま
した馬渡弁護士が佐世保フロンティア法律事務所の
副代表となり、
共同経営者として一緒に事務所を運営
していく事となりました。
まだまだ若輩の両名ですが、
今後とも皆様には、
ご指導ご鞭撻いただければ幸いで
す。どうぞ宜しくお願い致します。
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

本日の合計
50,000 円
年円 船津 学 松田亜由美
委員 / 中島閏二 松永祐司

本 日 の

累計 124,

累計
（記事担当

1,053,000 円
公門新治 ）

