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Club of Sasebo

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐世保市役所企画部	 次長　堀居　隆二	さん
◯ビジター
　佐世保南RC	 池内　章雄	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．第2740地区ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　国際大会（ハワイ）について（ご連絡）
　	RI国際大会は、2020年6月6日㈯〜10日㈬、
　ハワイ ホノルルで開催されます。
　大会登録料／450ドル（12/15迄）、550ドル（3/31迄）
　　　　　　　650ドル（4/1以降）
　地区ナイト／2020年6月9日㈫　場所未定、会費未定

2．諫早南RC	 幹事　荒木　和美	さん
　例会場名変更のお知らせ
　（旧）／諫早観光ホテル道具屋
　（新）／ホテルフラッグス諫早

3．佐世保東南RC	 会長　徳住　　勉	さん
　事務局員変更のお知らせ
　（旧）　正木　和恵　→　（新）　山口　順子

4．西海学園インターアクトクラブ
　12月7日㈯	島瀬公園前 歳末助け合い街頭募金活動
　42,482円の義援金お知らせ

5．第7回 日台ロータリー親善会議福岡大会実行委員会
	 エクスカーション・宿泊担当部会長　池田　敏昭	さん
　①第7回日台ロータリー親善会議福岡大会
　　 宿泊プランのご案内
　②3月7日㈯実施予定のエクスカーションプランのご案内
　③空港〜ホテル間　送迎パックのご案内

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康

　令和元年もあと20日となり、今年の例会もあと2回と

なります。土曜日には恒例の忘年家族会を遠田公夫さん、

坂元崇さんはじめ親睦活動委員会のメンバーの方に汗を

かいていただき開催します。今のところ120名以上の参

加のご返事をいただいています。コーラスや富くじなど

いろいろな出し物がありますので、皆様、楽しみにして

いただきたいと思います。

　昨日の日経新聞の第一面に「価格が映す日本の停滞」

という見出しが出ていました。

　モノやサービスなどの日本の価格の安さが鮮明になっ

てきたそうです。

　世界6都市で展開するディズニーランドの入場券は、

日本が最安値で米カリフォルニア州の約半額（東京は

7,500円でカリフォルニアは約14,000円）です。

　100円均一ショップ「ダイソー」のバンコクでの店頭

価格は、円換算で200円を超すそうです。

　割安感は訪日客を増やしましたが、根底には世界と比

べて伸び悩む賃金が物価の低迷を招くことにもなってい

るそうです。

　コンビニや弁当チェーン店などの人手不足は深刻な問

題であり、私どもの会社も求人を出してもなかなか応募

がありません。皆様も思われているであろうと思います。

　本日の卓話は、佐世保市役所企画部次長 堀居隆二さ

んです。

　今話題のIRについての話をしていただきます。

　どうぞ、よろしくお願いします。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 12 11 3,381 22

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・ビジター 1 名・出席率 67.09 ％

《11月27日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 46 名・欠席 33 名・メークアップ 16 名・修正出席率 100.00 ％
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委員会報告
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会	 副委員長　福田　金吾
交換学生　近況報告
　先週の例会でTiffanyが報告したよう
に、7日㈯〜8日㈰に4地区合同（2730
地区のお世話による）の鹿児島ツアー
に参加しました。知覧特攻平和会館や
釜蓋神社など名所旧跡を見学し、他地
区の青少年交換学生とも交流を深めたようです。
　しかしながら、帰りの新幹線が事故の影響で長時間鹿
児島で足止めとなり、やや疲れた様子で帰ってきました
が充実した2日間を送ったようです。
　今週末の家族忘年会にも参加いたしますので、皆さま
よろしくお願いいたします。

■ローターアクト委員会	 委員長　安部　雅隆
　昨日10日㈫は通常例会を行いまし
て、来年の活動内容の精査や来年の役
員について協議しました。
　RAC会員が増え、活動がさらに充
実するように会員全員が努めておりま
すので、クリスマス例会含め今後とも
RACをよろしくお願い申しあげます。

■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　いよいよ忘年家族会が近づいてまい
りました。12月14日㈯18：30〜玉屋7F
で開催いたします。
　現在121名の参加予定となっており
ます。まだ本日であれば、出席への変
更可能です。多くのメンバーのみなさ
まご出席よろしくお願いいたします。坂元までお声がけ
ください。
　また、本日例会終了後、7階で余興の練習を行います
（30分程度）。夜は18：30〜最終の練習を西海みずき信用
組合（松川町）の会議室にておこないます。メンバーの
方はご出席お願いします。

■資金推進・財団・米山委員会	 委員長　黒木　政純
　大神邦明パスト会長より、㈶ロータ
リー米山記念奨学会へ、特別寄付をい
ただきました。
　ありがとうございました。

雑誌の時間
	 出席・例会委員会　副委員長　椎山　　昇
　皆さんこんにちは、出席・例会委員
会の椎山です。
　本日は、「雑誌の時間」ということで、
「ロータリーの友 9月号」の卓話の泉
で「薬との上手な付き合い方」につい
て掲載されておりましたので、こちら
をご紹介したいと思います。
　早速ですが、全ての薬には病気を治す主作用と、本来
の目的以外の働きをする副作用があるそうです。またそ
の副作用を主作用として発売されている薬もあるという
ことです。いくつか例えると、本来は緑内障を改善する
点眼薬ですが、副作用としてまつげが伸びるようであり
ます。そのまつ毛が伸びる副作用をまつ毛貧毛症の治療
剤として活用、またアレルギーなどに使われる抗ヒスタ
ミン剤を飲むと眠たくなるという副作用を利用した睡眠
改善剤などがあるようです。
　しかし、時には人の命を脅かすような副作用もあり、
また薬と薬の飲み合わせで、作用が強くなったり弱くな
ったりするということです。複数の薬を一緒に飲むと命
に関わるような組み合わせや、食べ物や飲み物、たばこ
などの嗜好品との併用で相互作用が生じることもあると
いうことです。服用中は納豆を食べないように指導され
る薬や、牛乳を飲むと吸収や作用が低下するという一部
の抗菌薬、抗生物質もあるということです。
　そういうことから、薬の名前を覚えることはなかなか
難しいですが、その時に役に立つのがおくすり手帳であ
ります。最近ではスマホなどのアプリの手帳もあります。
服用している薬の情報をお医者さんや薬剤師さんに正確
に伝えることで、薬の重複や相互作用の防止につながり、
また副作用の再発を防止するのに効果があるということ
です。また検査値や治療の結果、お医者さんに聞きたい
ことなども記録できます。
　昨今、度々起こる災害時など緊急的な怪我や病気をし
た時にどんな薬を飲んでいるかわからないケースが多く
あり、薬を処方するのに時間がかかっているようです。
そのようなときにはおくすり手帳や処方箋を緊急時の持
ち出し袋に入れておく、あるいは携帯やスマホで写真を
撮っておくなどの事前の対策をしておくとすぐに薬を処
方してもらえるということです。
　このようなことから、私も普段は薬を処方してもらう
たびにおくすり手帳をもらっており、継続して使うこと
はありませんでした。また薬の副作用や飲み合わせ、食



（3）

卓　　　　話

『九州・長崎ＩＲについて　～現状と展望～』

佐世保市役所企画部　次長（IR担当）
　堀居　隆二	さん

　本市では、民間、議会、行政が一体
となりIR導入に向けた活動を行ってお
り、全国で3か所を上限とするIR区域
の認定獲得を目指しています。
　IR（Integrated Resort）は法律上の正式名称は「特定
複合観光施設」ですが、単なるカジノ解禁ではなく、国
としてはこれまでにないスケールとクオリティを有する
総合的なリゾート施設として世界中から観光客を集める
施設を整備することとしています。
　施設の内容としては、一つのIR施設の中に、MICE施
設である国際会議場及び展示場、ホテル、レストラン、
エンターテインメント施設といった観光振興に寄与する
施設とカジノが一体となった施設が日本型IRとなってい
ます。これらの施設群を民間事業者が設置・運営し、そ
れらの大規模な投資を伴う施設の採算性をカジノ収益に
より確保させる事業スキームです。そしてカジノ部分は
IR建物延べ床面積全体の3%以内となっているのが大き
な特徴です。市民の皆様の中には全部がカジノなのでは
ないかという誤解もありますが、カジノはほんの3%に
すぎません。
　IR区域に整備するMICE施設は、国際会議場または展
示場のいずれか一方が国内最大級の施設を整備する必要
があります。九州・長崎IRでは収容人数6千人以上・施
設全体の収容人数1万2千人以上のコンベンションホール
と展示床面積の合計が2万㎡以上の展示施設を基本とし
て検討しています。
　またIRには劇場、音楽堂、競技場、博物館など観光の
魅力増進に資するような魅力増進施設、日本各地の観光
の魅力や旅行者に必要な情報を、最先端技術等を使って
提供するショーケース機能も求められている要件です。
　さらにはIRには、我が国を代表するような規模とクオ
リティを誇る宿泊施設（ホテル）も求められます。客室
の床面積合計が10万㎡以上となっていますので、最小客
室面積を40㎡、最小スイートルーム面積を70㎡程度とし
た場合、客室数としては2,500室程度になるものと思われ
ます。
　その一方で、IRを誘致することに伴い生じる懸念事項
の対策も重要です。IRではギャンブル依存症や青少年へ
の影響、治安の悪化などが懸念されていますが、その対
策として世界最高水準の規制がかかります。例えば依存
症対策では、マイナンバーカードによる本人確認や入場
制限、一回につき6,000円の入場料の徴収といった厳しい
規制がかかります。
　次に九州・長崎IRについて説明します。IRの候補地に
ついて、本年4月8日に、ハウステンボスの西側の31ヘク
タールを提供いただくということで、ハウステンボス、

べ合わせなど全く気にせずに服用しておりましたので、
この記事を見て改めて薬との上手な付き合い方をしてい
こうと、とりあえずはスマホにアプリを入れてみました。
今後は薬と自身をしっかりと管理していきたいと思いま
す。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　谷川　辰巳
○今月の誕生祝い
　小石原健二	さん（ 3日）
　長島　　正	さん（ 5日）
　安部　雅隆	さん（15日）
　菅沼宏比古	さん（21日）
　坂根　　毅	さん（21日）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　小石原健二
佐世保南RC　池内　章雄	さん
　佐世保南RCから参りました。本日は、お世話になり
ます。

木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、前田　隆夫	さん
黒江　章雄	さん、森　　勝之	さん
橘髙　克和	さん、平尾　幸一	さん
松本　祐明	さん、納所　佳民	さん
　佐世保市役所企画部 次長 堀居隆二さんの卓話に期待
して、ニコニコいたします。

小石原健二	さん、長島　　正	さん
安部　雅隆	さん、菅沼宏比古	さん
坂根　　毅	さん
　誕生月のお祝い、ありがとうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　16,000 円
	 累　　計	 501,000 円
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県と市の3者で基本合意に達しました。そして去る令和
元年9月議会では205億円で、ハウステンボスからIR事業
者に売却するまでの間、佐世保市が一旦その売買権を保
有する不動産売買予約契約について市議会に諮問し、議
会からも同意を得たところです。
　九州・長崎IRの強みの1つはアジアとの近接性です。
九州は日本の西の端に位置しており、長崎から半径
1,500km圏内には、東京のほか、北京・天津・上海・ソ
ウルなどの東アジアを代表する大都市を包含しており、
圏内の人口を合計すると10億人を超える規模であり、長
崎IRはこれら東アジアからのインバウンドの取り込みが
期待できる大きなコンテンツです。特に近年は長崎そし
て佐世保へのクルーズ船の入港も増えており、来年には
現在整備中の浦頭岸壁も供用開始する予定ですので、さ
らなる観光客の増加が見込まれます。クルーズ船とIRの
相乗効果が期待できます。九州そして長崎には世界遺産
や日本遺産といった豊富な観光資源がありますので、都
市型にはない地方型IRの良さをアピールしていく必要が
あります。
　一方で、IRの立地に対しては、全国的にもカジノに対
する懸念から、誘致に対して不安を感じておられる方が
多いのは事実です。長崎そして佐世保の強みは行政、経
済界、議会、市民の多くがIR誘致を一緒になって推進し
ていることです。もちろん誘致を反対される方は一定い
らっしゃいますが、引き続き議会や市民の皆様への説明
を丁寧に行っていくことで、ご賛同が頂けるものと期待
しています。
　九州・長崎IRには数多くの優位性がある一方で、交通
アクセスが課題であるといわれています。長崎県及び佐
世保市でもこの課題を認識しており、観光客の方、地域
住民の皆様のご迷惑にならないよう、交通の分散や道路
の改良など様々な方策を検討しています。特に空の玄関
口である長崎空港の機能拡張と、長崎空港から30分以内
でIRまで来ることができるような海上交通機能について
は、検討段階ではありますが、課題解決の非常に有効な
手段ではないかと考えています。
　次に現在のライバルたちの動きです。大阪府・市、和
歌山県、横浜市、長崎県の4地域は首長がIR誘致を表明
しており、北海道、東京都、千葉市、名古屋市の4地域
が知事や市長が検討の意向を示していましたが、去る11
月29日に北海道知事が「今回は見送る」旨の表明をされ
ました。その他、手続きの進捗状況からは大阪府・市が
一歩先行している状況で、長崎は2番目に早い状況であ
るといえますが、横浜市が8月に市長がIR誘致を表明し
てから急ピッチで追い上げています。IRの誘致競争は、
マスコミや週刊誌で様々な（憶測も含めた）情報を目に
することがありますので、惑わされないように、まずは
自分たちの計画の精度を高めていきたいと思います。
　開業までの想定スケジュールですが、近々ではカジノ

管理委員会が来年（令和2年）1月7日に設置され、その
後1月末から2月にかけてIRの区域認定基準等を定める国
の「基本方針」が公表される予定です。また、先日、基
本構想（案）の2回目のパブリックコメントが実施され、
区域認定申請の受付期間が2021年1月7日から同年7月30
日と公表されました。今後、IR誘致を目指す自治体は、
この期間をめがけてIR事業者を選定し、IR事業者と共に
区域整備計画を作成することになります。つまり来年と
再来年が大きな山場となります。
　経済活性化の面で期待される効果についてですが、IR
はシンガポールの例でいいますと、地元からの調達は
80%を超えるというデータがあります。佐世保はもちろ
んのこと、九州各県からの食材や資材、消耗品やサービ
ス等の調達が見込まれており、地産地消型のIRを目指し
ています。また雇用に関しては900種以上の職種がある
と言われています。大きな雇用効果が期待されますが、
一方で経済界においては現在人手不足ということも言わ
れていますので、外部からの雇用の受け入れなど、地元
の経済界とも連携して、ソフトランディングさせる方法
を考えていく必要があります。
　以上、九州・長崎IRについてご説明しました。
　九州・長崎IRは九州を代表してということになってい
ますが、私は佐世保市は地方を代表して都市型のIRに戦
いを挑んでいる気持ちであります。是非、この勝負に勝
てるように頑張りたいと思いますので、皆様も佐世保市
政はもとより九州・長崎IRの取り組みに対して、ご理解
とご支援の程よろしくお願いいたします。

＊2020年1月例会予定＊	
8日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会等予定＊
日時／2020年1月11日㈯　14：00〜
場所／島瀬公園前（佐世保市交通遺児救済募金）

日時／2020年1月14日㈫　16：15〜
会場／西海学園　図書館

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2020年1月14日㈫　18：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス（書き初め例会）

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をいたしま
すので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：小村　英司）
（カメラ担当：北野　慎司）

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英


