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平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO22 10 20 2,952 15

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％
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会長　飯田　満治君
佐世保中央ロータリークラブの
20周年記念式典並びに懇親会に
招かれましたので、その様子を
スクリーンにて見ていただきま
す。会員全員で楽しい会を作り
上げておられました。和やかな雰囲気に感銘
いたしました。
まず、記念式典です。日時は平成22年10月
14日貅、場所は九十九島観光ホテルでした。
高原ガバナー、酒井田地区幹事をはじめ、近
隣のロータリークラブから数名ずつ、姉妹ク
ラブの韓国蓮山クラブメンバー、会長夫妻、
次年度会長夫妻など多数が参加しました。
出迎える中央RCメンバーは、10周年のと

きに作った、揃いのネクタイを全員着用して
いました。壇上には、会長・実行委員長・副
会長・会長エレクト・幹事・高原ガバナー・
姉妹RC会長・中央RC設立特別代表野田さ
ん・中央RC設立拡大補佐 松尾辰二郎さんが
着座されていました。
最初に、物故会員の紹介と黙祷があり、そ
の後、出席者全員の紹介がありました。会長
挨拶の後、実行委員長より記念事業の発表が
ありました。9月26日にアルカスSASEBOで、
「ふれあい音楽コンサート」を開催したこと
です。障がいを持つ方や、小・中学生、一般

など、様々な人々と共に、音楽という一つの
共通ツールでふれあうことが開催の主旨であ
ります。また、韓国蓮山RCと共同でマッチ
ンググラント事業（30,000ドル）を計画してい
ること等が報告されました。
引き続き、ガバナー挨拶・姉妹RC会長挨

拶があり、その後、特別代表と設立拡大補佐
への感謝状と記念品贈呈がありました。また、
チャーターメンバーへの感謝状と記念品贈呈
もあり、以上で記念式典は終了しました。
引き続いて、会場を隣に移して、懇親会が
開催されました。出迎えは、弦楽四重奏。
最初にビデオによる簡単な20年の歩みが紹
介されました。その後、会長挨拶があり、引
き続き、姉妹RCとの記念品交換が行われま
した。宴会の出し物は、弦楽四重奏の演奏と、
大道芸（一人）。最後は、万歳と「手に手つ
ないで」で終了しました。
さて、今週はよさこいの週です。私は札幌
や高知にもよさこい祭りの現場に行って、見
学をしております。佐世保はまさに全国でも
最高クラスのよさこい祭りとなっています。
今年も、参加チームがますます増えて、おか
げで23日は佐世保市内のホテルがほとんど満
員になります。私たち佐世保人の進取の精神
が、新たな祭りを定着させる原動力になって
いると思います。これからも楽しい祭り、賑
やかな元気が出る佐世保の祭りがますます発
展することを望む次第です。

会　長　挨　拶
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来週の例会の時間は、私は今何かと大変
な時期を迎えています中国に行ってきます。
木村副会長待望の出番です。よろしくお願
いいたします。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話
佐世保市子ども発達センター
所長　山下　　浩様

幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま　128号

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ
10月14日更新のお知らせ

３．佐世保南ロータリークラブ
会長　鶴田　　司君

例会変更及びメークアップのご案内
日時／平成22年10月29日貊

18:00～18:30 例会
18:30～20:30 映画

場所／シネマBOX太陽
内容／映画「ナイト・アンド・デイ」
メークアップ料／2,500円（お弁当込）

４．島原ロータリークラブ
会長　谷川　正文君

島原ローターアクトクラブ
会長　高原めぐみさん

島原RAC創立30周年記念式典のご案内
日時／平成22年11月21日豸

登録受付10:30～、点鐘11:00
場所／九十九ホテル

登録料／6,000円

５．ロータリー囲碁同好会
名誉会長　田中　　毅君

（第2680地区PDG）

日本支部長　新藤　信之君
（第2750地区PDG）

幹事　太田　清文君
（東京RC）

「第9回ロータリー全国囲碁大会」の結果速報

６．聖和女子学院中学校高等学校
校長　真下　和枝様

「第29回チャリティーコンサート聖和音楽の
つどい」のご招待
日時／平成22年10月30日貍

14:00～開場　14:30 開演
会場／アルカスSASEBO

■出席・例会委員会 委員長　平尾　幸一君
11月6日貍に国際ロータリー第2740地区の

2010-2011年度地区大会が、有田の の博記念
堂コンベンションホールで開催されます。32名
参加予定ですが、飛び入り大歓迎です。12時
30分に遅れないようにお願いします。

■ローターアクト委員会 小川　芳寛君
10月13日貉、ハウステンボスJR全日空ホテ

ルでのローターアクト例会に参加させて頂き
ました。
闍木委員長をはじめ、増本副幹事、三浦さ

ん、高橋さん、山田さん、闍瀬さんと多数の
ロータリアンの方にもご出席いただきまし
た。
例会では、ローターアクトのメンバーより
活動報告が行われましたが、例会終了後もロ
ータリアンの皆様にも参加いただき、60周年
記念協賛事業の運営について、打ち合わせが
行われました。次回は27日貉です。

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

職業奉仕委員会の開催報告
去る9月30日貅に開催しました
が、その結果については、一足
早く本日配付された週報No.14に
掲載されています。目下、職場
訪問先の検討を進めており、来年3月までに
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幹 事 報 告

例 会 記 録
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は実施したいと考えておりますので、皆様の
ご協力をお願いします。

■ロータリー情報委員会
委員長　松本　英介君

新会員研修会の開催
平成22年11月24日貉 午後4時

から、九十九島観光ホテルで新
会員研修会が開催されます。対
象会員の積極的な参加をお願い
します。

朗遊会幹事　納所　佳民君
先週10月16日貍、佐世保カン

トリー倶楽部にて第2回朗遊会を
行いました。14名の参加の中で
優勝は玉野哲雄さんでした。ア
ウト45・イン42・グロス87・ネ
ット71です。次回第3回は後日ご案内いたし
ます。

■第5グループガバナー補佐
福田　金治君

「出席免除」の正しい意味について
クラブ定款第9条第3節に「出

席規定の適用の免除」という規
定があります。「出席規定の適用」
とは、クラブ定款（第12条第4節）
に、「出席率」「連続欠席」がある条件に達し
た時、クラブを退会させられるという規定が
ありますので、その規定を実際に適用され、
会員資格を失うということです。
しかし、上記の「出席規定の適用」という
状態になる可能性がある出席状況となった会
員は、クラブ定款（第9条第3節）に記載され
ている条件をクリアできれば「出席規定の適
用」を回避することができます。「出席規定
の適用」を回避する行為が「出席規定の適用
の免除」の本当の意味です。「出席規定の適
用の免除」を略して「出席免除」と言われる

方が多いため、「出席免除」という言葉が一
人歩きして「例会に出席することを免除」さ
れたのだと、誤解されています。
前述の説明にあるように「出席率」「連続

欠席」がある条件になって、会員資格を失う
可能性がある会員を救うためにつくられた規
則が「出席規定の適用の免除」です。
例会の出席率を計算する際は、定款第9条

第3節第（a）で「出席規定の適用の免除」を
受けておられる会員が例会に欠席した場合に
は、欠席者に加算します。
定款第9条第3節（b）で「出席規定の適用の
免除」を受けておられる会員が例会に欠席
した場合は、欠席者には加算しません。但
し、例会に出席された場合は、出席された
会員数を分母と分子に加算して出席率を算
出します。

■姉妹クラブ歓迎部会
部会長　福田　金治君

2010-2011年度 台南RC訪問団日程表
日程／平成22年12月13日豺

福岡発10:10～台南着14:21
18:30 台南RC例会出席

平成22年12月14日貂
台南発8:15～台北着10:00
着後、ゴルフプレー

平成22年12月15日貉
台北発17:35～福岡着20:40

〔旅行費用〕
エコノミー　134,000円（早割航空券7,000円引き）

キャンセル料25,000円
ビジネス　164,000円（早割航空券10,000円引き）

キャンセル料35,000円
※ゴルフプレー費別12,000～16,000円（1回）

参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。
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ガバナー補佐より

その他の報告
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親睦活動委員会　F瀬　宏滋君
○今月の誕生祝い

小川　芳寛君（4日）
松尾　弘司君（8日）
平尾　幸一君（9日）
高橋　理一君（10日）
幸良　秋夫君（15日）
森　　信正君（18日）
飯田　満治君（18日）
鬼木　和夫君（20日）
原口　増穂君（30日）

出席・例会委員会　小川　芳寛君
○永年会員表彰

佐保　　榮君（27年）

○出席100％表彰

闍田　俊夫君（16回）
中村　徳裕君（10回）
田中　信孝君（8回）
松尾　慶一君（5回）

親睦活動委員会　佐藤　丈治君

飯田　満治会長、F田　俊夫君
中村　徳裕君
山下　浩 様（当RC会員 山下尚登さんの弟
さんです）の卓話に期待してニコニコします。

玉野　哲雄君
第2回朗遊会にて優勝させていただきまし

たのでニコニコします。

平尾　幸一君
先週、ソロプチミストの大会と併設されま
した朗遊会で準優勝しましたので、ニコニコ
します。ソロプチミストの大会は、今年は
131位と惨敗し、昨年の優勝がフロックであ
ったことを証明しました。

小川　芳寛君、平尾　幸一君、高橋　理一君
幸良　秋夫君、森　　信正君、飯田　満治君
原口　増穂君
誕生日のお祝いありがとうございます。

佐保　　榮君、F田　俊夫君、中村　徳裕君
田中　信孝君
出席100％並びに永年会員表彰ありがとう

ございました。

指揮　井手　孝邦君
「紅葉」合唱
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 280,000円

◇

慶　　　祝

歌 の 時 間
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『最近の子どもたち事情
～小児精神科医の立場から～』

佐世保市子ども発達センター

所長　山下　　浩様

子どもたちの心を知るためのキーワード
1 子どもの孤独
2 心が傷ついているということ
3 ヒトの三大欲

1．子どもの孤独
●1999年1月10日豸 NHK教育テレビ「NHK
チャイルドライン報告書」

藺非常に親に気を遣う子どもたち
―「心配かけたくないから」

藺いい子でないと愛されないと思っている
子どもたち
藺「学校にも家庭にも居場所がない」と感
じ、孤独を抱えている子どもが多い。

藺「誰とでもつながっていないひとりぼっ
ちの自分」を強く感じている。

●ユニセフ（国際児童基金）の調査（2007）
24ヵ国の15歳の子どもを対象に調査

藺「自分が孤独である」と感じる子ども
日本：29.8％　　ずば抜けた第1位

藺「自分を厄介者、場違いな存在」と感じ
ている子ども
日本：18.1％で第1位

●自尊感情について
（古荘純一「日本の子どもの自尊感情はなぜ低
いのか」光文社新書ほか）

藺「自尊感情」（≒自己肯定感）

〈アンケート調査〉
「自分に満足していた（自分が好きだ）」
「（学校）次の週が来るのが楽しみだった」
「この１週間、親とうまくやっていたか」

などの質問に、小・中学生の多くの子が、
「ほとんどない」を選択

●自傷と自殺

藺自傷行為：平均14歳前後に出現すること
が多い。

藺自殺：10代の子どもの死亡原因で、不慮
の事故に次いで2位、つまり、ど
の病気で亡くなる子どもたちより
も多い。

2．心が傷ついているということ
●子どもの虐待

〈虐待の種類〉
①身体的虐待（代理によるミュンヒハウゼ
ン症候群を含む）
②心理的虐待（DVの目撃を含む）
③性的虐待
④ネグレクト

〈虐待を受けた子ども〉
親やそれに代わる養育者からの虐待は、

人間存在の基本が揺らぎ、人格形成の基盤
に大きく影響するため、問題はより深く、
また持続する。

〈虐待・ネグレクトの対応〉
虐待・ネグレクトが疑われた場合には、通
告の義務
藺佐世保市子ども子育て応援センター
藺児童相談所：佐世保こども・女性・障害
者支援センター

※守秘義務を上回る
①緊急介入
②親への治療的アプローチ
（親自身ももともと傷ついてきた人である）
③被虐待児への治療とケア
④予防（地域で守る必要性）

3．ヒトの三大欲（本能）とは？
①「食欲」
これがなければ餓死してしまうし、何も
しないで食べ物が口に入ってくるわけでは
ない。
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卓　　話
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（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：高橋　理一）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

卓話予定者　　佐世保中央病院
特別顧問　石丸　忠之様

②「性欲」
これがなければヒトという種は途絶えて
しまうし、何もしないで子どもが生まれる
わけではない。

③「集団欲」
これがなければヒトは社会を形成でき

ず、生きていけないし、何もしないで社会
が生まれるわけではないということ。

〈集団欲が満たされてない〉
藺精神科受診のほとんどが対人関係の悩み
藺現代は、生まれたときから集団欲を満た
すための技術が習得できていない時代
藺「集団欲」があるにもかかわらず、集団
の中で生まれ育ってきていない子たち
が増えている。

4．これから必要なこと
●「つながり・ぬくもり」

PTAからPTCAへ（大久保小学校の例）
※「Ｃ」（コミュニティ）を加える。

●「しっかりとした優しさ」の提供
●「子育て支援」ではなく、「子育ち支援」
“子どもの育ちを妨げない”

5．最後に
“集団欲を皆もっている”ことを前提に、

“子どもの孤独”

“心が傷ついているということ”を理解し、

“つながり・ぬくもり”、
そして“自尊感情”を高められるように

（自己肯定感）

“しっかりとした優しさ”で触れてあげたい。

佐世保市子ども発達センター

10数年前から療育システム構築への市民の
強い要望に応える形で行政が動き、最終的に、
「障害の有無にかかわりなく子どもが個々の
多様性と個性を尊重され、地域の中でともに
学びあい成長するコミュニティづくり」が確
認され、1998年より正式に開設し活動してき
ました。

1）親子交流部門
親子で自由に遊べるスペース、巡回子育て
支援、その小グループ、多胎児支援、転勤族
乳幼児親子支援など、様々な子育ての支援を
行っています。その中で医療的ケアが必要な
保護者の方には、当小児診療科へ相談できる
形をとっています。

2）療育部門（診療部門）
①小児科：主に乳幼児の療育を担当し、診
療・リハビリや児童デイサービス、障害
児療育等支援事業などを行っています。
②小児心療科：主に小・中学生の不登校や
暴力・盗みなどの行動上の問題、発達の
相談、不安など神経症性の問題のほか、
虐待・ネグレクトやDVにさらされた子
どもたちの診療にもあたっています。


