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本日の出席率８８.６４％：会員数４５名・出席３７名・欠席５名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席４０名・メークアップ１名・出席規定免除会員３名

　今夜は名誉会員であられる、 佐世

保市長　朝長則男様に卓話をお願

いしております。 超ご多忙の中、 お

いでいただきまして誠にありがとうご

ざいます。 そして、 よろしくお願いし

ます。 また、 ７日の市内８ロータリー

クラブ会長 ・ 幹事の表敬訪問の際

は大変お世話になりました。重ねて、

御礼申し上げます。

　本日は、 企業増員と会員増強についてお話させて頂きます。

平成２６年６月総務省統計局の調査では日本の企業数は４１２ .８万

企業で中小企業が９９ .４％占める。 事業所数５７６ .８万箇所 ・ 従業

者数５５８３ .７万人。 最低賃金は７６４円 ( 前年より１５円アップ ) と為

替にも関連しますが、 米国の８８０円より低く世界５３位となっておりま

す。 また、 完全失業率は３年前の４ .５％より改善され、 ３ .５％と報

告されていますので、 今後は人材確保が困難になりそうです。

　佐世保市の人口２５５ ,７８１人 ( 男１２０ ,１８１人 ・ 女１３５ ,６００人 )、

世帯数１０６,１７２で、 企業軒数８,３３４、 事業所数１０,２５８、 従業員

数８７,４３１人 ( 男４３,０９３人 ・ 女４４,３３８人 ) で一企業平均約１０名

強が就業されています ( 昨年度データ )。 人口や企業軒数は全国

の約 1/５００強を占めていますが、 従事者に限っては 1/６４０と低く、

小規模云えそうです。 皆さんが頑張られて各職場に約３名の増員

ができる企業に育てますと、 平均生活水準の確保と人口流失に歯

止めがかかり、 朝長市長も市の運営が少し楽になるのではないかと

思います。 人口が多い都市との経済力に差があるのはこの為です。

お互いに頑張りましょう。

　国際ロータリー第２７４０地区のロータリークラブ数は５７クラブ、 本

年度、 宮﨑 清彰ガバナーは各クラブの増員２名を目標に、 地区全

体で現会員数２， ２３０名から２， ３００名を超えることを目標に掲げら

れました。 市内８ロータリークラブ会員総数は約３２０名です。 我々

と奉仕の仕方は異なりますが、 同じ様な理想で we serve を目的に

掲げるライオンズクラブの市内クラブ数が１２。 第一 (１８９名 ) と第二

( 約１０１名 ) で市内クラブ会員総数は２９０名 (２０１４.４.４０調査 )、 佐

世保青年会議所や佐世保商工会議所青年部等併せますと現会員

数約７８０名で奉仕活動をおこなっています。

１．例会変更

　　 佐世保北ロータリークラブ

７月１４日（月）１２：３０→１８：３０～

場所 ：（株） 西沢本店７Ｆ　アルバトロス

納涼例会 ・ 新入会員歓迎会の例会のため

　　　佐世保西ロータリークラブ

７月２９日（火）１２：３０→１８：３０～

場所 ：山暖簾　納涼例会のため　　

２． 来　　信

・国際ロータリー日本事務局

  例会休会に関する規定についてのお知らせ

・ガバナー事務所

　①米山奨学委員長セミナー出席のお礼

　②米山記念奨学会２０１４年度上期普通寄付金のお願い

　③職業奉仕部門セミナー開催のご案内

　　 日時　２０１４年８月３０日 （土） １４：００～

　　 会場　武雄センチュリーホテル

・ガバナーエレクト事務所

　事務所開設のご案内

所在地　唐津市大名小路１－５４　唐津商工会館５階

ＴＥＬ　０９５５－７２－５３７５　ＦＡＸ　０９５５－７２－５３７６

Ｅ－ｍａｉｌ　ri2740ota@eagie.ocn.ne.jp

３．伝達・通知

 特にありません。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

　実に単純ですが、 ３ : ４ : ３の法則から奉仕活動をおこなっても良

いと思われる企業トップは２， ７７４名ほどで、 平均企業格差や奉仕

クラブ経験者を按分すると、 入会しても良いと思われる企業トップが

後７００〜１,０００名位は潜在すると考えられます。

　佐世保中央ロータリークラブでは先期大幅な会員増強を成し遂げ

ましたが、 更にノミネート会員が集まってきております。 引き続き、

奉仕活動と自社を育てたいと思われるお知り合いの企業がございま

したら、 会員増強特別委員会の四元清安委員長まで御一報くださ

い。
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ＳＡＡ：川島千鶴君

次回例会／７月１７日１２：３０～

次回献立／ステーキ丼、中華スープ、サラダ、フルーツ

「市民第一主義」 の更なるステップアップ

へ、 成長戦略プロジェクトと安全安心な、

まちプロジェクトを推進しています。

①ハウステンボスに 「ＩＲ」 誘致を、 官民一

体で進めています。ＩＲが実現した場合、 経

済効果は２， ５００億円、 １万人の雇用創出

という高い効果が見込まれています。

②新たな賑わいづくりを実施した 「森きらら」

が、 更に魅力アップしました。 リニューアル

本日の合計　　　　   40,000 円

本年度の累計　　  121,000 円

■ ゲ ス ト 卓 話 ■

佐世保市長　朝長 則男様

牛島義亮 中央会会長

　７月１３日 （日） に開催します第６回中央会 （取り切り戦） の組

合せ表をＦＡＸしておりますので、 よろしくお願いします。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

本日は、 公務でご多忙のところ時間を作っていただいた佐世保

市長 朝長則男様の卓話です。 市長ありがとうございます。 第１

回目の例会は５０年に一度の大雨、 第２回目はあわや台風にみ

まわれるかなと思いましたが、 急に進路変更。 無事に例会を行

うことができました。 大久保丸、厳しい自然現象の中の出航です。

岩政孝君

朝長市長のご来訪を心より感謝申し上げます。 本日、 朝、 自家用

車の近くで猫の鳴き声が聞こえるのですが、 姿が見当たりませんで

した。 よく聞くとボンネットの中から聞こえるので開けてみると、 どうも

エンジンルームに入っているらしく、 恐ろしくなって崎元自動車さん

にわざわざ来てもらい、 何とか子猫を取り出してもらいました。 こん

な場合、 動物保護のため、 市役所のどこかに電話したら無料で対

応していただけたのでしょうか？

会員一同

佐世保市長 朝長則男様のご来訪を心より歓迎いたします。 卓

話、 楽しみに拝聴いたします。

事業最大の目玉として、 ペンギン館をオープンしました。

③「ウエストテクノ佐世保」 が、 ３月末に完

成しました。 企業誘致活動を強化し、 立地

の優位性を積極的にアピールし、 企業誘

致の成功を目指します。

④「七つの洋 （うみ） に展 （ひら） けゆく」

大きな一歩として、 佐世保港を整備して、

多目的国際ターミナルが４月に供用開始さ

れました。 これより、 外国船籍クルーズ客

船が計５回も寄港し、 佐世保の観光産業の

発展と佐世保の PR に役立っています。 今後も、 海路での観光客

を本格的に受け入れていく為に、 現在、 国際旅客ターミナルの整

備を進めており、 来年の供用を目指しています。

⑤救命救急センターが本格稼動を開始し、

県北地域の高度救急医療を担い、 市民の

皆様の安心を支えます。

⑥長崎がんばらんば国体が、 今年の秋に

長崎県では４５年ぶりに開催されます。 本

大会では、 選手の皆さんが、 持てる力を

発揮できる様に、 市民の皆様と共におもて

なしの心で、 お迎えしてサポートしていきた

いと思います。
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