
《会員卓話》 

「長崎県の漁業について」 

松永祐司 会員 

   
今 回 の

卓話の依

頼を受け

て何の話

をしよう

かと考え

ましたが、

私の職業

にも少し

関係があります漁業（漁師）についてお話ししようと

思います。 

皆様ご存じのように私の会社は、塗料、塗装資材関係

の卸小売り、塗装工事等を行っております。陸上から

海上まで色々な塗料関係を扱う中でも特に中小型船

舶の塗料を九州一円の漁協、造船所等に販売しており

ます。三菱造船や SSK など大型の造船所が厳しい環

境にある中、小型船舶（個人の漁師）も厳しい状況に

あります。魚価の低迷や資源不足、後継者不足等、色々

な問題があります。 

まず、第一に大きな問題としてあるのが後継者問題

です。資料にもありますが、年齢が上がっていくにつ

れて増えていき、個人漁師の約半数が 65 歳以上です。

新たに若く漁師を始める人が少なく、それに伴って昭

和 58 年に最大約２万６千隻あった船隻数が、平成 30

年には約１万隻まで落ち込んでおります。安定した収

入が無いことや、船舶や漁の為の装備に多額の費用が

かかる事も要因かと思われます。最近ではリ－スも若

干ありますが・・・ 

そのような厳しい状況ではありますが、長崎県は全

国有数の水産県でもあります。漁獲高も北海道は圧倒

的に 1 位ですが、長崎県も静岡県や宮城県と 2．3 位

を争っている状況です。 

五島のごんあじ、野母崎の野母んあじ、長崎ハ－ブ

鯖、対馬の伊奈サバ等色々なブランドの魚があるよう

に、アジ、タイ、サバ、ブリ、伊佐木、クロマグロ（本

マグロ）、カタクチイワシ、サザエなどが全国漁獲高

トップです。海面養殖になると、牡蠣で有名な広島県。

海苔で有名な佐賀県が北海道に次いで 2．3 位になっ

ております。養殖になりますと長崎県は 10 位台にな

りますが、そんな中でもフグ（トラフグ）の養殖に関

しては、全国で５割以上と圧倒的なシェアにあり九州

から関西方面に出荷されております。 

色々な漁獲がある長崎県ですが、約 1 年半のコロ

ナ禍での飲食店（料亭など）の営業問題で特にとらふ

ぐの養殖など高級魚の出荷に多大な影響がでている

ようです。早くコロナ問題が収まり、水産県長崎より

全国に出荷出来るよう、又若い人たちに漁師になろう

と魅力ある職業になるよう願います。  
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本日の例会 ゲスト卓話（米山記念奨学生ﾄﾞｰ ﾁｭｰﾝ ﾐﾝ ﾄｩさん）次回例会 ゲスト卓話（米山記念奨学生ﾁｬﾝ ﾃｨ ｷﾑ ﾕﾝさん） 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

本日は、待ちに待った例会場での例会となります。

皆様のお元気なお顔を拝見することができ、ホッとし

ております。会員の皆様も心待ちにしておられたので

はないでしょうか。このまま例会場での開催が継続で

きるよう祈っております。そして、お仕事柄参加の難

しかった松田亜由美会員も本日は出席されており、大

変うれしく思っております。 

新型コロナ対策として，早めに来られてお食事をされ

る方には，後方のお席に座っていただくようお願いし

ております。ご理解・ご協力のほど，よろしくお願い

致します。 

さて、週末は秋晴れの素晴らしい天気が続きました。

当クラブの関係では、土曜日にゴルフの北斗会（井上

会員が優勝されました）が開催されたほか、会員の皆

様もそれぞれにご予定を過ごされたのではないでし

ょうか。 

その週末のイベントの一つとして、3 日（日）の夜、

私が卒業しました佐世保商工会議所青年部の主管す

る、「第17回させぼシーサイドフェスティバル2021」

のサプライズ花火大会が行われました。密を避けるた

め花火会場は明かされませんでしたが、市内の１０か

所で同時に行われましたので、夜空に咲かせる大輪の

花火をご覧になった方もおられると思います。新型コ

ロナに負けないよう、色々な団体・関係者が工夫を凝

らしておられる姿を見て、感動を覚えました。10 月

16 日・17 日は、当クラブの事業としまして、元・オ

リンピック水泳選手の山口美咲氏を迎え、「水泳指導

による幼児の健全育成・障がい者就労支援事業所支援

プロジェクト」が行われます。社会奉仕委員会を中心

に行う事業ですが、地域を盛り上げる一助になればと

思います。 

本日は、皆様にお願いしたいことが２点あります。

一つは、先週もお伝えしました 11 月 27 日に開催さ

れる地区大会への登録です。全員登録を目指しており

ますので、どうぞよろしくお願い致します。 

二つ目は、これまで中々開催できなかった各委員会の

開催です。新型コロナの影響が落ち着いてきておりま

すので、たとえば親睦活動委員会、会員増強委員会、

ロータリー情報委員会など、会員間の交流を含めクラ

ブ活性化のために各委員会を開催いただければ幸い

です。もちろん、開催に当たっては、コロナ対策をし

っかりとお願いしたいと思います。 

本日の卓話は、松永会員の卓話となっております。

当クラブには、松永祐司会員、中村祐二会員と私・渡

会祐二の 3名の「ゆうじ」がおります。名前繋がりで

親近感のある松永会員の卓話をたいへん楽しみにし

ております。本日は、どうぞよろしくお願い致します。 

 
 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

１. 来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

 10 月米山月間資料のご案内 

 豆辞典（配布）、クラブ米山記念奨学委員長の手 

引き、寄付マニュアル、 2020 年度事業報告書、

2020 年度決算書、追加資料申込書 

 

・ 国際ロータリー日本事務局 

①地域社会の経済発展月間 リソースのご案内 

②End Polio Now リソースのご案内 

③2021 年 10 月 ロータリーレート 1 ドル＝112 円 

④日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ 

1.勤務形態：在宅勤務 

2.期間：2021.10.1（金）～10.29（金） 

3.業務時間：09：30 時～17：30 時 

4.連絡方法：クラブ・地区支援室：

rijapan@rotary.org 

    財団室：rijpntrf@rotary.org 

経理室：rijpnfs@rotary.org 

業務推進・IT 室：rijpnpi@rotary.org 

    FAX（各部署共通）：03-5439-0405 

⑤RI 日本事務局 財団室 NEWS 2021 年 10 月号 

 

・ガバナー事務所 ガバナー月信 10 月号 

 

・地区大会事務局 

 2021～2022 年度地区大会 新型コロナウイルス感 

染防止対策ガイドライン 

   

・公財）佐世保地域文化事業財団 

 アルカス SASEBO 情報誌「コンパス 2021 年秋号」 

 

２. 伝達事項 

①10/6（水）18：30 よりセントラルホテル佐世保に

て第 4 回市内 8RC 会長・幹事会が開催されます。 

②10/7（木）13：00 よりｻﾞ･ホテル長崎ＢＷプレミア

コレクション 3Ｆにて、2021～2022 年度第 2 回諮

問委員会が開催されます。緒方ノミニーよろしくお

願い致します。 



③10/10（日）14：00 よりホテルセンリュウにて「米

山の集い」が開催されます。船津カウンセラー、ド

ーチューンミントゥさんよろしくお願い致します。 

④10/11（月）次回例会は米山記念奨学生ドーチュー

ンミントゥさん卓話「ベトナムから日本～米山記念

奨学生になって」です。開催時間はセントラルホテ

ルにて 12：30～となっておりますのでお間違いの

ないようお願い致します。 

 

《委員会報告》 

「奉仕プロジェクト社会奉仕委員会」 

小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 

既に報告させて頂いております 10 月 17 日（日）開催予

定の「北京・リオオリンピック元代表 山口美咲さんによる

水泳指導教室について、出欠確認を取らせて頂いており

ますが、定員に達しましたので、ひとまず、締め切りとさせ

て頂きます。ご参加の回答を頂きました会員の皆様には、

健康状態チェックシートを配布させて頂きますので、1 週

間前の 10 月 10 日より、検温結果を同シートに記録、当

日、会場にてご提出頂きますようお願い申し上げます。ま

た、前日の山口美咲さんによる「コロナ禍における星野リ

ゾートの取り組み」と題した講演会につきましては、まだ

若干の余裕がございますので、ご回答がまだの会員の皆

様は奮ってご参加ください。 

 
 
《今月の結婚祝い》 

H.20.10.13 三谷秀和・幸子 夫妻 

H.20.10.20 松田信哉・優子 夫妻 

H.22.10.10 船津 学・かがり夫妻 

H. 3.10.20 鐘ヶ江和重・美佐子 夫妻 

H. 9.10. 4  茶村亜子・繁 夫妻 

H.15.10.24  野口好太郎・愛 夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

S.22.10. 8 藤井良介君  S.29.10.24 宮原明夫君 

S.50.10.25 渡会祐二君  S.42.10.22 松田信哉君 

S,46.10.24 茶村亜子君  S,50.10.12 渥美大介君 

 

 

《ニコニコボックス》 

茶村亜子 親睦活動委員 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

佐世保市の感染段階ステージが「3」へ引き下げられ

ましたので、例会場で久しぶりの例会ですね。お弁当

持ち帰りですので、スムーズな例会進行をしましょう。 

さて、本日は松永祐司会員の卓話です。会員一同楽し

みにしています。宜しくお願い致します。 

 

 

平石晃一君 

久しぶりの、対面例会ですね。皆さんお元気でした

か？これからもコロナに気を付けて、仕事にロータリ

ー活動に頑張ってください。 

 

渡会祐二君 

北斗会ではありませんが、昨日、別のゴルフコンペに

参加したところ、スコアは奮わなかったもののハンデ

がたくさんつき、なんと優勝することができました！

人生初めての優勝にニコニコします。 

次は北斗会での優勝を目指します。 

 

松田信哉君 

本日は結婚記念日と誕生日のお祝いありがとうござ

います。また、先日は第 40 代の会長に選出頂きあり

がとうございました。 

渡会年度、村瀬年度に劣らぬよう精一杯頑張りますの

で宜しくお願いします。 

 

松永祐司君 

皆様おつかれさまです。卓話の日に、いきなり例会場

での開催で焦っております。 

よろしくお願いします。 

 
松田亜由美君 

新型コロナウイルス感染防止の行動制限の規制が少

し解かれ、10 月から会食を伴わない集まりに行ける

ようになりました。 

お休みしていた間、大変ご迷惑をおかけしましたこと

をお詫び申し上げます。 

 
井上隆三君 

10 月 2 日に行われました、北斗会において優勝しま

した。3 日前にワクチン接種をして腕が痛かったので、

力が抜けて良いスイングができました。 

 
永田武義君 冨田耕司君 藤井良介君 古賀新二君 

宮原明夫君 峰 徳秀君 蒲池芳明君 二ノ宮健君 

小川 寛君 近藤竜一君 船津 学君 西沢 寛君 

小西研一君 茶村亜子君 渥美大介君 村上英毅君 

戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 山下雄弘君 野口好太郎君 

みなさんこんにちは。久しぶりの会場での例会開催で

皆様のお元気な姿を拝見でき、とてもうれしく思いま

す。本日の松永会員の卓話、楽しみに拝聴させて頂き

ます。 

 

IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 内海一洋） 

本日の合計   38,000 円    累計 343,000 円 


