
ております。資源、漁業権の問題からも大きな
国益をもたらす可能性が出て来た為、領有権問
題がにわかに熱を帯びてきています。
　しかし、両国民のおおらかな性格からか、「両
国間の意見の不一致」として領有権の交渉には
全く終わりが見えておりません。そんな中、歴
史の検証や共同研究の検討が淡々と進められて
いるだけだとのことです。両国の軍隊が入れ替
わり上陸しては撤退の際、自国産ビールを残し
ていくことが慣例化しているそうです。そして
ビールの箱にはこんな言葉が書かれております。
　カナダ軍撤退後は「カナダにようこそ」、デン
マーク軍撤退後は「デンマークにようこそ」。こ
んなおおらかな係争も世界にはあるようです。
　本日は、今年秋に行われます、「長崎がんばら
んば国体」、「長崎がんばらんば大会」につい
て、佐世保市国体推進準備室の金子様にお話をお
伺いすることを楽しみにしてご挨拶と致します。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保市国体推進室 　金子淳一郎 様
◯ゲスト 　山口　芳宏 様
 がんばくん、らんばちゃん

� 幹事　増本　一也さん
１．（公財）ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま170号（2014年５月12日

発行）」が届いております。

２．佐世保北RC� 　会長　緒方　信行さん
　職業奉仕研修委員会開催のご案内

 会長　石井　正剛さん
　正岡子規は、春「故郷や どち
らを見ても山笑う」、夏「故郷や 
どちらを見ても山茂る」と詠って
おります。
　まさに、その中間の今、山々の
木々はさまざまな緑を配し心躍る
景色を見せてくれています。人の言葉を借りま
して、柄にもなく文学的表現をしてみました。
　そんな5月、5月7日には、HTB佐世保RCの担
当で、今年度最後の市内８RC会長幹事会が、和
やかなうちに終了いたしました。
　又、晴天に恵まれた5月11日㈰、「第42回市内
８RC親睦ゴルフ大会」があり、残念ながら団体
優勝は逸しましたが、そんな中、池田 豊さんが
個人優勝されました。同時に行われました朗遊
会においては、古賀 巖さんが優勝でした。合わ
せてお祝い申しあげます。
　優勝と申しますと、競技、スポーツが頭に浮
かびます。スポーツには国境はないとか申しま
すが、国別で争う事は、国境がなければ出来な
いことです。領有権をめぐっては、いつの時代
も世界のいたるところで争いがおきておりま
す。中国、ロシアなどは近年特に激しさを増し
ているようです。日本に関係の地域だけでも、
尖閣列島、竹島、北方領土を抱えております。
　遠く北海のデンマークとカナダとの間にあ
る、ネアズ海峡に位置するハンス島でも両国の
間で、領有権をめぐり係争中です。このハンス
島、今までは氷に閉ざされ、あまり重要視され
ない面積約1.3㎢の小さな島です。地球温暖化に
伴い海峡の氷が溶け、北米とヨーロッパを結ぶ
「北西航路」の要衝に一変する可能性が出てき
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 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
「役に立たない朗遊会」
　5月11日、市内8RC親睦ゴルフ
大会が天気も良く、無事に開催さ
れました。多くのみなさんに参加
していただき、ありがとうござい
ました。
　団体戦から発表いたしますと、今年も２位で
した（グロスでは30打以上も差をつけていました
が？）。その中でも全体の優勝は、池田 豊さん
で本当に頼りになります。貢献されました5名の
方は、池田 豊さん、松本由昭さん、梅村良輔さ
ん、安部直樹さん、安福鴻之助さん。今後は、
私を含め、若手の方にがんばってもらいたいと
思います。
　朗遊会では、優勝 古賀　巖さん、2位 安部直樹
さん、3位 大久保利博さんでした。尚、古賀さん
の次回のハンディは18になります。
　次回は、6月14日㈯の役員交代記念コンペとな
っております。多数のご参加お待ちしています。

� 輪飲クラブ幹事　安福鴻之助さん

第８回 輪飲会ご案内
　前回、大変好評でした「オーパ
スワン」の2010年ものが、よう
やく手配できましたので、久しぶ
りに輪飲会を開催いたします。
　石井会長の慰労、円田会長エレ
クトの激励会の意味も込めていますが、オーパ
スワンの本数に限り（6本）がありますので、申し
込み順に先着24人と限定させていただきます。
ご夫人も一緒にどうぞ。
　お早めにお申し込みください。

　と　き／平成26年6月13日㈮　18:30〜
　　　　 （石井海陸興業前 18:00集合）
　　　　 ベースタクシーを乗り合わせで利用し

ます。
　ところ／米海軍佐世保基地内
　　　　　 ハーバービュークラブ リバティルーム
　会　費／お一人  13,000円
　申し込み締め切り日／6月4日㈬

（2）

　日時／平成26年5月21日㈬　18:30より
　場所／グランド・ファーストイン佐世保
　議題／「職業奉仕の実践について」
　　　　大鳥居 宏会長エレクト、松永祐司さん
　会費／3,000円 懇親会

３．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ

■社会奉仕委員会� 委員長　中川　知之さん
「 空き缶回収キャンペーン」について
　日時／平成26年6月1日㈰  9:00〜
  （雨天の場合は、6月8日㈰に延期）
　集合時刻／8:50
　集合場所／名切公園噴水
　 佐世保RCは、名切公園「友愛

の森」を清掃致します。

■ローターアクト委員会�委員長��髙瀨　宏滋さん
第98回長崎国際大学RAC例会報告
　5月8日㈭に行われた例会には、
安福鴻之助さん、松尾慶一さん、
大久保利博さん、前田勇人さん、
大神吉史さんが参加されました。
　今回の例会のメインテーマは、
松尾慶一さんの「陶器と磁器の違い」について
の卓話がありました。
　内容は陶器と磁器の違いの他、先日行われた
陶器市の話や白山陶器の取り組み等の話を伺う
ことができました。
　6月1日に、第100回長崎国際大学RAC記念例
会を白山陶器で行う予定です。第100回記念例会
では、陶芸を知っていただくために陶芸体験を
行い、国際交流を図り、日本の文化を理解して
いただくことが目的です。
　次回のRACの第99回例会は、5月22日㈭ 18:30
からホテルオークラJRハウステンボスで開催され
ます。

■資金推進・財団・米山委員会
� 委員長　溝口　尚則さん
　福田金治会員より、㈶ロータリ
ー米山記念奨学会へご寄付をいた
だきました。

　玉野哲雄会員、福田金治会員よ
り、年次基金へご寄付をいただき
ました。

朗遊会より

委員会報告

輪飲倶楽部より



コメント
◦ 発達障害者は、専門家から見れば私達の思っ

ている以上に多いが、適職を選んで満足でき
る人生を送りなさい、という前向きな話。

◦ 病気ではなく、ひとつの症状だと考え、性格
や行動と同様、周囲の支援の下で改善する努
力を適切な環境で行えば、本人の人生はより
良くなるのだと感じた。

 親睦活動委員会　池田　真秀さん
○今月の誕生祝い
　安部　直樹さん（19日）
　池本　仁史さん（21日）
　加納洋二郎さん（24日）

� 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、古賀　　巖さん
富永　雅弘さん、佐々木秀也さん
有薗　良太さん、芹野　隆英さん
　佐世保市国体推進室 室長 金子淳一郎様の卓話
に期待して。

池田　　豊さん
　8RCゴルフコンペにて、中島さん、遠田さん、
指山さんの4人で廻らせていただき、メンバーに
大変めぐまれ、廻る事が出来ました。
　私も老骨にムチ打って、白ティから出発しま
したが、トリプルやダボを打ったホールが全部
かくしホールに入っていました。名誉ある優勝
がこの年で出来た事を大変喜んでおります。
　一緒に廻っていただいた方々に心よりお礼申
しあげます。

古賀　　巖さん
　11日の市内8RC親睦ゴルフにおいて、朗遊会
部門で優勝いたしました。苦節12年あまり、絶
対あり得ないことと思っておりましただけに、

 親睦活動委員会　岡村　一郎さん
「発達障害に気がつかない大人たち」
　福島学院大学大学院教授
　　　　　　　星野　仁彦さん

　（2013.11.13 講演会要旨から）

①発達障害とは何か
◦発達障害が注目されている
　理由：①想像以上に有病率、発生率が高い
　　　　　　（軽度含め人口の10数％以上）
　　　　②大人になっても問題を起こす
◦子供だと、自閉症、注意欠如、学習障害等。
◦ 大人で言えば、「パーソナリティ障害、人格障

害、うつ、アルコール依存症、薬物依存、ギャ
ンブル依存、買い物、ネットなど、いろいろ
「ハマる」症状を指す。

◦ 大人になっても治りにくいのが「衝動性」＝
欲望のこと。大人になると誘惑はたくさん。
やめられない。

◦ 仕事でも「先延ばし傾向、業績不振」「感情の
起伏が激しい」「ストレス耐性が低い」「対人
スキルが低いＫＹ」「劣等感」「飽きっぽい」
等の症状がでる。

◦ 本人が気づいていないことが問題なので、管
理者は社員を見て欲しい。

◦ 一方で、これらの事項は演者にも当てはまる
とのこと。

②治療は可能か
◦ 小学生のうちに治療すれば 7 、8 割改善。
◦ 中学、高校は二次障害。不登校、引きこもり

等がおきて難しくなる。
◦ 薬物投与やペアレント・トレーニング等の実施

で、再犯率、少年院入院率も下がってきている。
◦ 軽度の発達障害者は適職につくことが重要。

③発達障害者は社会でどう生きていくのか。
◦  症状に応じた早期の職業選択が重要。
◦ 「専門的、マニアックなひらめき」「強い好奇

心と変化に満ちた仕事」「視覚的才能に長けた
もの」「機械や物を相手にした職業」→ 研究
者、学者、警察官、記者、マスコミ、作家、ディレ
クター、漫画家、建築業一般、ＳＥ、デザイナ
ー、調理師、電機技師、図書館司書等

◦ 仕事や資格を持っていない人も障害者手帳を
持ち、障害者枠での仕事や訓練も可能

◦ 2007年以降、法律や大学支援も広がってお
り、早く見つけて治療し、適職につくことで
社会に適応することができると考える。
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ニコニコボックス

雑誌の時間

慶　　　祝



感激もひとしおです。
　同組の芹野さんのおかげで、94ネット68で回
ることができました。また、これまでご指導い
ただいた皆様にも感謝してニコニコ致します。

安部　直樹さん（2位）
大久保利博さん（3位）
　5月11日のゴルフコンペ（朗遊会）にて入賞しま
したので、ニコニコします。

安部　直樹さん、加納洋二郎さん
池本　仁史さん
　誕生祝いありがとうございました。

『�長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会』
について

　　佐世保市国体推進室
　　　室長　金子淳一郎�様

　本日は「佐世保ロータリー
クラブ」の例会で、国体のお
話をさせていただく機会をいただき誠にあ
りがとうございます。
　国体のマスコットキャラクター「がんば
くん」「らんばちゃん」も駆けつけています
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　先ず「国民体育大会の概要」についてお
話いたします。
　国体は、スポーツ基本法第26条に明記さ
れた大会で、公益財団法人日本体育協会、
国、都道府県の共催となっています。
　開催の主な目的は、一つ目に、国民の間
にスポーツを普及し、国民の健康増進と体
力の向上を図る。二つ目に、地方スポーツ
の振興と地方文化の発展に寄与し、国民生
活を明るく豊かにしようとするものです。
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（今週の担当　城島　一彦）
 （カメラ担当　長富　正博）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

＊5〜6月  例会予定＊

 5月28日　長崎国際大学RAC
  顧問　塚原　和之様
  会長　田浦　麗美さん

 6月４日　新会員　吉田　英樹さん

 6月11日　海上自衛隊佐世保地方総監
  池田　徳宏 様

 6月18日　クラブ協議会

 6月25日　クラブ協議会

　次に主な国体の歴史は、
1． 第24回大会は「創造国体」をテーマとし

て長崎県で開催
2． 第43回大会から二巡目入り、全国を東・

中・西地区に分け順に開催
3． 第69回大会は45年ぶりに「長崎がんばら

んば国体」として長崎県で開催

　第14回全国障害者スポーツ大会は、「長崎
がんばらんば大会」として長崎県で初めて
の開催となっています。

　長崎県は、昨年の東京大会で10位とな
り、本年の本大会では天皇杯得点2,600点以
上をめざし、選手の育成・強化等の競技力
の向上に力をいれているところです。
　皆様の温かいご声援とご支援をいただき、

「長崎がんばらんば国体・大会」の成功を期
したいと思いま
すので、今後と
もよろしくお願
いいたします。
　本日は誠にあ
りがとうござい
ました。

ニコニコボックス 本日合計 　21,000 円

 累　　計 907,000 円

◇

卓　　話

「がんばくん」と「らんばちゃん」


