
会長　中島　祥一君
今年は、エルニーニョの反対のラニーニャ現

象がペルー沖に発生、梅雨入りが少し遅れそう
です。ラニーニャ現象が現れると梅雨前線の活
動は活発になるが、梅雨明けが早いそうです。
農水省は中国、四国と東海地方に「農業用水緊
急節水対策本部」を設置したそうです。
佐世保も1ヵ月雨が降らないと給水制限にな

るそうです。現在の貯水量は昨年同日より18万
トン低い554万トン、全貯水量の86％というこ
とです。しかし、ラニーニャ現象の発生は梅雨
前線が活発になり大雨を降らせることになり、
水不足を解消するかもしれないが、豪雨災害の
警戒が必要かもしれないとのことです。
欧州産のうなぎに漁獲規制がかかりそうで

す。欧州産のシラスは中国で養殖加工されて蒲
焼きなどとして日本に輸入されています。昨年
のうなぎ供給量は96,000トンのうち、約64,000
トンが中国産でした。蒲焼きは1Kg 2,000円前後
で推移しています。中国やロシアでうなぎの需
要が増えているが、規制強化でシラスが足りな
い状況になれば高値定着となりそうです。土用
の丑の日（7月30日）までのうなぎはスーパー
などは確保したようですが、今秋以降の蒲焼き
相場は影響が必至。皆さんうなぎは早めに食べ
ておきましょう。
希少金属の備蓄の積み増しを始めました。ニ

ッケル、タングステン、コバルト、モリブデン、
マンガン、バナジューム、クロムが備蓄対象品

目。今後の備蓄必要性金属プラチナ、インジュ
ーム、レアアースネオジューム、レアアースジ
スプロシウム大半を中国、ロシアから輸入、こ
こ5年で2～8倍に高騰しているそうです。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保重工業㈱人事部
診療所歯科予防室　高梨真由美様
○ビジター
佐世保南RC 岩永　史城君
佐世保西RC 岩崎　邦臣君、福田　輝機君

鴨川　　潔君、安東　善重君
佐世保中央RC 岩政　　孝君
○ゲスト
地区交換学生　侍
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幹事　富永　雅弘君

１．第2740地区第5グループガバナー補佐
太田　晴康君

6月6日卓話訪問並びに1年間のお礼状

２．長崎国際大学RAC
会長　西山　尚吾君

ＲＡＣ年次大会出席の報告

３．長崎県県民生活部　県民安全課
参事　西浦　泰治様
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「防犯まちづくり講習会」への参加について
（お願い）

日時／平成19年6月23日貍 13:30～16:20
場所／アルカスSASEBO 中ホール
主催／長崎県、長崎県警察本部

長崎県教育委員会
基調講演／演題「子どもと街を犯罪からど

う守るか」
講師／立正大学文学部社会学科教授

小宮　信夫様

４．退会の承認
吉松　哲範会員（6月13日）

次年度第5グループガバナー補佐
岩崎　邦臣君
次年度、野口ガバナーがスムー

ズに会務運営ができますように、
がんばりたいと思います。

朗遊会幹事　芹野　隆英君
役員交代式記念ゴルフ大会のご案内
日時／平成19年6月24日�

E富　誠也君
相浦発電所において、6月9日貍

17時頃に発生しました火災につき
まして、地域住民の皆様をはじめ、
消防や警察、自治体関係者、報道
機関の皆さまに、大変なご心配と多大なご迷
惑をおかけしましたことを心からお詫び申し
あげます。今後、火災の原因を究明し、再発
防止策の徹底を図ってまいります。

吉松　哲範君
5年間、お世話になりました。

ありがとうございました。

親睦活動委員会　山本　　聡君
○今月の誕生祝い
有薗　良太君（4日）
外間　雅広君（6日）
立石　徳雄君（7日）
池田　　豊君（8日）
円田　三郎君（9日）
岡　　英樹君（22日）
山中　康裕君（30日）

ゲスト（卓話者） 高梨真由美様（22日）

例会委員会　委員長　米倉洋一郎君

佐世保西RC
次年度第5グループガバナー補佐 岩崎　邦臣君
国際ロータリー第2740地区2007～2008年度第
5グループガバナー補佐を務めさせていただき
ます。次年度野口ガバナーの補佐役として、
お役に立ちたいと思っています。クラブ会
長・幹事様他、ロータリアンの皆様のご指導、
ご協力をよろしくお願い致します。

佐世保中央RC 岩政　　孝君
米倉様が入口にいらっしゃる限り、素通り

出来ず、恐縮ながらニコニコさせて頂きます。
中島会長、富永幹事、1年間お疲れさまでした。
又、佐世保クラブの皆様お世話になっており
ます。

中島　祥一会長、田川　邦男君
池田　　豊君、藤井　　隆君、山縣　義道君
安福鴻之助君、田中丸善保君、池田　敏昭君
高梨真由美さんの卓話に感謝して。

吉松　哲範君
お世話になりました。皆様の益々のご健勝

とご活躍をお祈りします。

山下　尚登君
本日、セルフボックスの中に7月1日開催の

ユネスコ無形世界遺産第1号である「能楽」の
チラシを入れさせていただきました。3年に1
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度の梅若六郎公演です。ぜひ、ご覧いただけ
ればと思います。私も、午前中「仕舞い」を
致します。こちらは無料です。また翌日には、
我が母校花園中学校にて創立50周年記念とし
て、鷹の会による「能楽講座」が授業として
行われます。

森　　信正君
来年のロータリーの友2月号の表紙に私の作

品が採用される内定が届きましたので、とり
あえずニコニコします。

E富　誠也君
本来ならニコニコボックスではなく、お詫

びボックスとして恥を忍んでご報告させて頂
きます。
6月9日貍 九電相浦発電所で火災事故を起こ

してしまいました。佐世保ロータリーをはじ
め、地域の皆様には大変ご心配とご迷惑をお
かけしました。心からお詫び申しあげます。

円田　三郎君、立石　徳雄君、岡　　英樹君
池田　　豊君、有薗　良太君
誕生祝いありがとうございます。

雑誌委員会　松尾　慶一君
『ロータリーの友』6月号を読んで感想を述べ
よとの指令を頂きました。何でだろうと思い、
その趣旨を思い切って尋ねてみましたら答え
は実に簡単！折角毎月もろうても読まん人の
多かけんが、この役をすることで読むごとな
ってほしかけん。なるほど！奥が深い。だか
ら今わたしは一生懸命『ロータリーの友』を
ななめ読みしているのか。思えば一昨年の9月
に有無を言わせず入会させられましたが、頂
いた大切な資料はきちんと整理して畏敬の念
で本棚にファイルはしておりました。しかし、

ご指摘の通りほとんど目を通したことはあり
ませんでした。なんと勿体ない！ 改めて私の
机の周辺を見渡してみて、読んでないものの
多いこと多いこと！いつから私は本を読まな
くなってしまったのだろうか？ 反省しきり！
嘗てはしょっちゅう本を読んでいたのに。
例えば、毎月手元に来るのは『ロータリー

の友』を含めて、理念と経営・それから商工
中金の友や、なんじゃかんじゃといっぱい届
きますが、ほとんどはぺらぺらっとめくり読
みして終わりなのです。どうも忍耐力が無く
なってしまったような気がします。
さて、本題に入って16ペ一ジの水戸の石井

さんが書かれたご意見は感心しました。『ロー
タリーの友』はロ一タリアンにとって宝の山
だそうです。しかし、どうしても「読む人」
「見る人」「積む人」に分けられるそうです。
そんな中、石井さんは『友』の読み方を研究
されて、「たて、よこ、ななめ、『友』は友だ
ち」と提唱されています。「たて」というのは
7月号から6月号まで同じ項目を縦に読むこと
だそうです。例えば、1ぺ一ジの「RI会長メッ
セージ」だけを7月、8月、9月と読んでいけば、
今年の会長が何を伝えたいのかが判ってくる
そうです。26ぺ一ジの「基本の樹」欄だけを
「たて」に読めばそれだけでロータリーの教科
書です。しかも真新しい情報の入った教科書
で、風紋？でしたら、すばらしいロ一タリア
ンの生き方がわかるそうです。「よこ」という
のは8月号なら8月号、9月号なら9月号を過去4
～5年、そろえて横に読むことです。8月から
は会員増強の方策が、9月からは新世代の多彩
な問題と回答が得られるそうです。クラブ会
長や委員長などにお勧めの読み方だそうです。
「ななめ」はまさに私のための読み方でした。
ほんとにペラペラと斜めに飛ばし読んでいい
そうです。しかし、それでも必ずや一箇所は
気に入ったところがあるはずとの事。忙しい
ときは1ぺ一ジ目から読むのはあえておやめく
ださい。おやっと思うところ、そこをじっく
り読めばよいと言われています。納得です。
最後に『友』は友だちと言われて、どうか
『ロータリーの友』を知っていただきたい、
『友』を好きになってください、さらに『友』
を楽しんでくださいと締め括られました。
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ここまで言われると流石にもう少し時間を
かけて読もうという気持ちにさせられました。
お陰様でありがとうございました。

『企業内での歯科予防事業の活用
（よろず屋オバサン奮闘記）』

佐世保重工業㈱人事部診療所
歯科予防室

高梨真由美様

佐世保重工業㈱においては平成元年から歯
科保健事業を開始し、職域単位での指導を中
心に子供歯科教室など家族を含めた歯科予防
事業を展開、平成15年からは新入社員教育に
も組み込まれました。
極力歯を削らず個人に合ったブラッシング

とフッ素の応用、甘味コントロールを含めた
生活改善の支援を中心に、歯を守っていこう
という独自の事業です。平均年齢の高さに加
え現場の仕事はくいしばりが強く、作業工程
により歯科医院の通院もままなりません。駆
け込み通院は歯を失うスピードを早め、医療
費アップ、作業能率ダウンヘとつながってい
きます。予防事業を行うことで、医療費の軽
減、生産性の向上と労働時間損失の防止に貢
献できればと開始されました。
会社の変遷に伴い継続が困難な時期もあり

ましたが、職場の班単位で行う独自のプログ
ラムにより、他の教育への移行（安全、メン
タルヘルス等）やチームワーク作りに繋げて
いけることを会社が理解して下さったのかも
しれません。
個人的な話ですが、私が佐世保に来て約15

年が経ちました。意外と佐世保は保守的なん
だなと感じ、いつしか佐世保重工業が佐世保
を小さくしたもののように思えていました。
その反動なのか、待っていては予防はできな
いの発想にかきたてられたのかもしれません。
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（今週の担当　長富　正博）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　 松尾　文隆

＊次回例会予告＊

クラブ協議会

朝の現場での体操から始まり、昼は現場で
の指導・巡回、心理相談、パトロール、スポ
ーツイベント、新人教育、何よりお酒好きな
現場員は多く、宴会のスケジュールは超過密。
私の職業は何だろうと思うことがあります

が、その人がどんな環境で働いているのか、
何を感じているのかを知り、働きかけないと、
人は変化してくれません。元気な人をより元
気に! が、理想の予防かもしれませんね。
歯科予防を指導することは、単に彼らの歯

を失う本数が減るだけでなく、「自分の身体は
自分で守る」という自己管理能力を向上させ、
歯周病を含む生活習慣病やメンタル面の改善
にもつながっていくと考えています。歯科予
防という身近な問題を通して、健康を考える
きっかけを生み、末永い人生の健康づくりへ
の寄与につながることを願っています。我が
社を担う彼らが怪我なく活気をもって働くこ
とを支援できますように・・・。佐世保重工
業が佐世保を小さくしたものなら、我が社に
勢いがあれば佐世保はもっと元気になれるは
ず。この人間味溢れる会社がより地域に愛さ
れる会社になれるよう、今後も『よろず屋オ
バサン』であり続けようと思っています。
本工者約1,200人、構内業者約1,300人、過去5
年の採用人数231人。現在の従業員の平均年齢
46歳が5年以内に30代に若返ります。この時期、
新人教育中の若者に、あの頑固親父達の職人
としての気風やプライドをどうか受け継いで
ほしい。その橋渡しも今後の私の課題です。
今回は歯科保健事業を紹介するとともに、急
速に変化しつつある我が社を外に少しだけ発
信することができました。機会を与えてくだ
さった佐世保ロータリークラブの方々に感謝
いたします。

卓　　話


