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　�先週の例会挨拶で紹介させていただきま
した「八田與一」の功績を称え、烏山頭
ダムの畔に桜の植樹への参加依頼の件で
あります。メンテ込みで1本5,200円程度
でありますので、佐世保RCから応分の桜
の植樹に協力したいと思います。桜の木
には佐世保RC寄贈の銘板がつけられるよ
うです。
③新会員研修会・歓迎懇親会について
　�計画していました日時が台南RC訪問と日
程が重なりますので、1週間延ばし11月28
日に開催予定であります。
④観月例会について
　�9月26日㈬�18:30�富士国際ホテルにて予定
通り開催致します。多くの皆さんと仲秋
の名月を楽しみたいと思います。

　以上でございます。有り難うございました。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　ホリスティックセンター�THE�SOARA
　フィットネス＆ウェルネスプロモーター
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○ビジター
　佐世保南RC　篠原　政幸さん

� 会長　長島　正さん
　皆さん今日は。9月に入りま
して朝夕は随分涼しくなって
きました。昼間と朝夕の気温
の差が出てきましたので、体
調管理に充分気をつけて頂き
たいと思います。
　さて、今月は新世代のための強調月間と
なっています。新世代奉仕部門には、ロータ
ーアクト委員会とインターアクト委員会があ
りますが、現在はインターアクトクラブが活
動を休止していますので、ローターアクトク
ラブへの支援・奉仕活動に力を入れたいと思
っています。9月27日㈭の例会は私が卓話の
予定であります。
　会員の方々が1年に1回は長崎国際大学
RACの例会に出席しようと思って頂き、多
くの皆様が出席して頂ければ大変有り難い
と思います。
　本日は例会に先立ちまして理事会を開催
致しましたので、理事会の報告をさせて頂
きます。
①台南RC姉妹クラブ締結更新について
　�11月19日㈪に出発して当日夜の例会に訪
問し、姉妹クラブ締結更新をして参りま
す。現在11名の方が参加予定ですが、更
に多くの方の参加をお願いします。
②台南RC桜の植樹依頼について

2012～2013年度 テーマ Peace through Service　̶ 奉仕を通じて平和を ̶
2012～2013年度 R.I.会長 田中  作次 （埼玉・八潮RC）

会　長：長島　　正　　　幹　事：円田　浩司
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN     佐世保ロータリークラブ

会　長　挨　拶

例 会 記 録

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,000　回例会　　　　　　　　　　　NO　24 9 5 3,040 9

《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 　　　　 ％

74

75

26

26

57 10 1

12

7

12

77.03

100.0054 9



（2）

心と身体の健康づくり（未病ケア）とツーリズム
佐世保的ライフスタイルのススメ♪
毎日楽しめるリゾートライフがここに!!

　フィットネス＆ウェルネス
　プロモーター

　　茂
も ぬ き

貫　尚
た か こ

子 様

　思春期の頃、アメリカで生活していた時に、
現地の人たちのライフスタイルで一番豊かだ
なと感じたのは私はこれが好き、私はこれ！と
「自分で選んでいる」「自分のスタイルを築き
上げている」ところでした。他人のモノサシで
なく、自分の生き方を尊重できる自由なところ
と、それだけの多くの選択肢を持って生きてい
る「生き方の幅の広さ」でした。
　日本では、いまだに「豊かさ＝たくさんの情
報とモノに囲まれていること」、と勘違いして
いる人が多いですが、きちんと自分で取捨選択
する力をつけて、自分で選んでいかない限りは
目の前にある情報やモノに溺れてしまう可能性
があります。本当の豊かさを手に入れるには、
持っているモノや情報の量ではなく、自分に本
当に必要なものを自分らしく生きるために取捨
選択するリテラシー（活用能力、読解能力）に
あると強く感じています。
　自分らしい選択をしていくために大事なのは
自分の心と身体の声に耳を澄ませて、大切なも
のを選びぬく感性を研ぎ澄ませていくこと。そ
れができないとメディアや一部の影響力を持っ
た人の声の中で迷子になり、言われるままにそ
こに同調し、誰かのお墨付きをもらったものや
誰かの意見、もしくは「これが旬！」と「これ
が流行り」と誰かが枠にはめたスタイルを手に
入れようとするようになってしまうのです。
　実は健康づくりがここに大きく関わっていま
す。「本当の自分はこうなのに…」と、どこか
違うと感じながら生活しているとやがてそれが
ストレスとなり、心や身体が病気になっていき
ます。
　自分が感じている違和感に気づかずにいるこ
と、自分がどのような状態にあるかもわからな
いことでさまざまな病気の引き金を引いてしま

� 幹事　円田　浩司さん
１．大村RC
　週報が届いております。

新世代奉仕委員会 委員長　髙田　俊夫さん
　12月の忘年家族会でコーラ
スを行いますので、大勢の方
のご参加を期待しております。
（もちろんオーディションはあり
ません。）

� 財団奨学・米山委員会　田中　信孝さん
　第94回全国高等学校野球選手権大会出場
校のみ購入できる記念
品をお礼にと思い、会
員の皆様へ準備いたし
ました。ありがとうご
ざいました。

� 親睦活動委員会　目黒　誠之さん
長島　　正会長、円田　浩司幹事
増本　一也さん、芹野　隆英さん
遠田　公夫さん、中村　徳裕さん
梅村　良輔さん、飯田　満治さん
　茂貫尚子さんの卓話に期待してニコニコ
します。

橘髙　克和さん
　長い流浪の旅はなかなか辛いものです。
ホームクラブ出席にはホッとします。
　長島会長ごめんなさい。

ニコニコボックス

その他の報告

ニコニコボックス� 本日合計� 　9,000 円

� 累　　計� 236,000 円

◇

委員会報告

幹 事 報 告 卓　　話
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う可能性があるのです。この場をお借りして、
ご自分らしく生きていくためのヒントとしてま
ずはご自分自身を知ること、観察すること。そ
して病気にならないようにできることを整理
し、心と身体と自然のバランスを感じながら生
きるエッセンスをご紹介したいと思います。そ
して、ストレスを発散したり、リラックスする
ために現実から距離を置くこと、どこか遠くの
リゾートへ～と目が行きがちですが、「極楽浄
土は臨終後の世界ではなく、私たちがすでに今
日、今ここに生きている世界にある」と仏法で
言われているのと同じで、リゾートはハワイや
バリ島だけにあるのではなく、実はこの佐世保
で、既に私たちがリゾートライフの中に生きて
いることを今日はお伝えしていきたいと思って
います。そして私自身、佐世保で生活すること
によって、生き方の選択肢が広がり、自分の歩
幅でいろいろなことにチャレンジできるように
なりました。また人に伝えたいライフスタイル
がここにあると強く感じ、自信を持ってライフ
スタイルや生き方の提案を佐世保から発信して
いるところです。それが誰かの健康やライフス
タイルづくりの一歩へとつなげることができた
り、微力ながらも地域活性化に向けて働きかけ
ることができればと思っています。

①のびゆく寿命と私たちの健康について
　長寿で知られている日本人。その一方で、
「自分が幸せである、健康である」と感じてい
る人は必ずしも多くないそうです。寿命の長さ
と健康状態が必ずしも比例していないという現
実。それにより国の医療に費やす予算が膨れあ
がっている状態、さらに体だけでなく心の病に
より社会活動ができなくなっている人も増え、
自ら命を絶つ人は14年連続で3万人（国内）を
超えている状態。生活習慣病に加え、心の病の
ケアの必要性が言われだして久しいが、今は
「病のケア」ではなく、「病になる前のメンテ
ナンス」こそが一番の課題となっています。
　そのために自分の状態を知ることが健康づく
りへの第一歩。数値で現れた時には既に病気。
肩こり、腰痛、冷え、むくみ、関節の痛み、不
眠などで悩んでいるのに、それでも「自分は大
丈夫」とそのくらいは誰でもあるし、当たり前
と思っている方はいらっしゃいませんか？「弱

音を吐かない」、「頑張る」、「強い精神力」
という言葉の陰には無理をして、本当は労わっ
てあげたいのに見て見ぬふりをするというマイ
ナスの傾向も生み出してしまいます。がんばっ
ている自分は認めつつも体力的な無理、精神的
な無理がないかどうか、本当の自分の声に耳を
傾ける練習が必要です。「未病」は、病気に向
かっている状態です。健康を維持するにはいち
早く「未病」に気づき、メンテナンスをしてい
くことです。
　さらに、職場環境においても従業員の健康は
大きく影響します。会社の業績にも影響が出て
くることかと思います。会社の業績を上げるた
めに、個々の成績を上げることに目が行きがち
ですが、ダイレクトにそれを求めると、真面目
な人ほど自分に鞭を打って無理をし、やがて壊
れるときがきてしまいます。でもハッピーな従
業員をつくろうと、視点を変えてみると、彼ら
は心も健康的になり、自発的に動きだします。
� �
②ハッピーで健康になるには
　以下、誰もが口をそろえ当たり前に言われ続
けていることですが少し視点を変えて、「わか
ってはいるけど、できない～」からの脱却を目
指します。
⑴�運動…運動すると頭が良くなる！運動により
認知症のリスクも32％減！

　�1秒間に2拍のリズム運動、ウォーキング＆
有酸素運動を。

⑵�睡眠…眠れなければ放っておく。神経質にな
りすぎない。お日様の光と運動。

⑶�メンタルヘルス…自分にないもの、足りない
ものではなく今自分が持っているものを大切
に。

　�今の自分をどうみるか？華麗に加齢。「アン
チエイジング」⇒抗加齢というよりは年を重
ねるからこその円熟味、深みを楽しむ。

　�こうなったらどうしよう？とまだ起こっても
ない出来事を不安に思わず、今日受けている
恩恵を楽しむ。

　�「よくよく考えてみるとこの世の中には悪い
ことよりもいいことの方が多いのでは？」

　�幸せに焦点を当ててみる。日々の生活の中の
幸せを感じる力を養ってみる。

⑷食事…気持ちよく楽しく感謝して食べる。
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（今週の担当　黒木　政純）
（カメラ担当　坂本　　敏）

　�否定的な気持ちで食事をすると消化不良をお
こしやすい。
　�食べる順番、タイミングだけでも気をつけて
みる。

③ 今ある暮らしの中の贅沢に気づく－佐世保リ
ゾート！
　5年前から佐世保で暮らし始めて私が自慢に
思う佐世保とは…
⑴�食、人、自然、酒、文化、何拍子もそろい
つつ程よくバランスが取れた街
⑵�自分で取捨選択する能力、多様性を育てて
くれる
⑶�自分でライフスタイルをデザインすることを
可能にしてくれる街

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊次回例会予定＊

卓話予定者
　㈱V・ファーレン長崎

代表取締役　宮田　伴
ともゆき

之�様　

『スポーツで豊かな長崎を創る』

第１部 ■ 創立から 50年までの歩み
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　創立 10 周年記念式典は、昭和 37 年４月 11 日、

大塔の高島真珠庭園で開かれました。

　当日は、陽射しもさわやかな春日和でした。

真珠ガーデンは、その名のように、花、草、 木、
石の配合がすばらしく、美しい庭園です。桜もちょ

うど満開、つつじの葉のみどり、あざやかな芝生、

しっとりした苔のたたずまい、光る砂路が心を和

ませます。青い海や、小さな島々がすぐ眼の下に

見え、桜の花びらがチラチラ舞う、まさに快適な

式典会場でした。

　記念事業として、

　①日米親善と、都市美化のため、米軍管理下の

名切グラウンドに山桜（15 年もの）14 本、楠（25

年もの）15本、吉野桜（15年もの）13本、ナタルパーク

（1年もの）31 本の合わせて 73 本の植樹を行いま

した。

　②汐見変電所横、国道 35 号の交差点に、交通安

全横断標示器を設置しました。

大塔　高島真珠庭園

　創立20周年記念式典は、昭和46年２月27日、

親和銀行本店４階ホールで行われました。

　まず午前 11 時から、西方寺で、ご遺族列席

の下に、物故会員 16 名に対する追悼法要が営

まれ、会員一同、故人をしのんで追悼の念を新

たにしました。

　その後、記念式典が厳粛に行われ、引き続い

て玉屋別館で、祝宴が開かれました。

　記念事業として、

　①名切中央公園地区の児童交通公園周辺の空

き地に植樹するよう、経費 100 万円を佐世保市

に寄贈し、昭和 47 年７月５日、“友愛の庭”の

除幕式を行いました。

　②国際ロータリー第 345 地区、台南 RCとの

姉妹クラブ締結を行いました。

　③押しボタン式交通信号機の設置費用とし

て、市内４RC と協力して 50 万円、当 RC で

30 万円を計上しました。

西方寺で営まれた追悼会

1970~1971
昭和 45 年～昭和 46 年

創 立

20年
会　長　　岡　田　正　美

幹　事　　友　廣　嘉　久

1960~1961
昭和 35 年～昭和 36 年

創 立

10年
会　長　　坂　田　重　保

幹　事　　富　永　猪佐雄

佐世保RC　創立20年　1970〜1971

佐世保RC「六十年史」より


