
『選ばれる介護施設を目指して』
　㈱ホーセイ
　取締役副社長　池田		真秀さん
　　　　　     　 （佐世保RC新会員）

　
社会福祉法人　清真会　音羽の浜
設立：平成17年
サービス概要
　１．特別養護老人ホーム
　２．ショートステイ
　３．デイサービス
　４．居宅介護支援事業所
　５．小規模多機能ケア
　６．介護付き有料老人ホーム	シーサイドヴィラ
　　　音羽の浜（Ｈ23.10月オープン）

○施設の特徴 その１【個室ユニット型】
▶プライベートゾーン　
　	　全室個室、トイレ付。使い慣れた家具を持
ち込むことで住み慣れた住空間を創ることが
できる。
	▶セミプライベートゾーン（10人１単位）
　	　10人単位での生活を実現。個室では自分の
プライベートな時間を過ごし、食事などでは
住み慣れた人たちと一緒に楽しい食事。　
▶パブリックゾーン
　	　広いスペースで音楽会やコンサート、絵画
展など様々な企画が盛りだくさん。
　　様々な人との交流が実現できる。

○施設の特徴 その２【クレドの徹底】
　▶個人の尊厳を大切にした個別ケアの徹底
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　	　さまざまなアトラクションからしたいこと
を選択する選択制を実現。やらされるのでは
なく自分がしたい個人の尊厳を大切にした個
別ケア。施設側の都合でなく、利用者様の気
持ちに立ってニーズをかなえていく。
▶笑顔あふれる家つくりに励みます
　	　職員も一緒になって家庭的な雰囲気作り、
笑顔を絶やさない家庭つくりを目指す。スタ
ッフも一緒に食事をすることで楽しい家族的
な雰囲気を作り出す。
▶ホスピタリティーを持った対応に努めます
　	　自分の家族を大切にするように、一人一人
の誠意をもって対応に努める。　

○施設の特徴 その３【眺めのいいお風呂】
▶特別養護老人ホームのお風呂
　　特殊浴槽も同じ目線で入浴できる。
▶有料老人ホームのお風呂
　	　眺めのいいお風呂で一日の疲れを癒してい
ただく。

○施設の特徴 その４【陶器を使ったおいしい食事】
▶食器はもちろん！！
　	　食器は食事をするのに大切なもの。プラス
チックでなく地元の波佐見焼や有田焼を使用
しバランスのとれた美味しい食事を提供。



◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC　桟　宗利さん

	 会長　円田　　昭
　10月3日㈮に行われた佐世保青
年会議所のOB会と創立61周年記
念式典に出席して参りました。
久しぶりに青年会議所の行事へ
の参加です。
　青年会議所のメンバーはもう私
の子供たちの世代になっており、明るく、元気
に、溌剌としたもので、国歌斉唱から始まった
式典もきびきびした進行で気持ちのいいもので
した。
　また、この様な場はロータリーの新会員発掘
の良い機会ですので数名の方に入会のお誘いを
して参りました。
　また、話は前後しますが、1日㈬の夜には臨時
の市内８ロータリークラブ会長幹事会が開催され
ました。議題はIMに関する協議でした。その
後、宮㟢ガバナーの歓迎会が開催され、当クラ
ブからも武井パストガバナー、安部パストガバ
ナー、溝口尚則さん、橘髙克和さん、納所幹事
と私で出席致しました。ガバナー公式訪問もあ
と数クラブを残すだけとなり、慰労と激励を兼
ねた歓迎会でありました。
　今週末から「長崎がんばらんば国体」が開催
されます。長崎県選手団のご活躍を祈念申しあ
げます。

〔報告事項〕
◦IMの開催が決定しました。
　　日時／2015年1月31日
　　場所／パラダイスガーデン
　　入会3年未満の会員は登録出席義務です。

	 副幹事　髙瀨　宏滋

１．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　	広島豪雨災害義捐金のお礼
　　義捐金額	2,180,650円

２．RI第2710地区ガバナー	 金子　克也さん
　	2014年8月広島豪雨災害義援金	受領お礼につ
いて

３．佐世保北RC	 会長　緒方　信行さん
　　創立30周年記念実行委員長	 宮崎　有恒さん
　創立30周年記念誌が届いております。

４．RI第2740地区ローターアクト地区代表
　	ローターアクト通信	2014年8月号が届いており
ます。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
	◦	円田　昭さん、山下尚登さんよ
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。
	◦	円田　昭さんより年次プログラ
ム基金へご寄附をいただきました。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏
　10月4日㈯	第2回朗遊会を強風の中、無事終わ
る事が出来ました。

〈結果報告〉（参加者22名）
１位　福田　金治さん
２位　松尾　慶一さん
３位　米倉洋一郎さん
４位　玉野　哲雄さん
５位　池田　　豊さん
６位　坂本　　敏さん
７位　木村　公康さん
８位　大久保利博さん
９位　松尾　文隆さん
10位　圡井　弘志さん

	 松瀬　茂雄
　会社の人事異動に伴い、退会さ
せていただくことになりました。
　「2年2か月」にわたり、この伝
統ある佐世保ロータリークラブに
参加させていただき、クラブの皆
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朗遊会より
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た）、そういう武士のような精神・志をもって、
経済的な活動や事業活動において才能を発揮す
ること、また取り組む姿勢」を「士魂商才」と
考えていたようです。
　ですから当時の世の中で起こっていた会社の
不祥事を捉えて、経営者の志がなくなっている
だの、自分だけが良ければよいという風潮が蔓
延しているなど、分かった様なことを上から目
線で言いながら、士魂商才を振りかざし、私の
ような出来の悪い新人を説教しておりました。
もちろん私は支店長に、奢ってもらっていたの
で新入社員らしく「はい、その通りですよね」
と言って頷いていたことを思い出します。
　しかしながら、今回の「渋沢栄一から読み解
く21世紀の経営者精神」を読んでみると、その
当時はうるさい説教話と思っていた「士魂商
才」の説教話は、もしかするとロータリーの理
念や、職業奉仕の概念にもつながっている貴重
な話だったかもしれないような気が今となって
しております。
　本文にも「道徳と経済は本質的に一致する」
と書かれていましたが、経済と道徳の関係はき
ちんと理解した上で、活動していく事が大切だ
と感じました。

	 親睦活動委員会　松原　　健
○今月の誕生祝い
　大久保利博さん（8日）
　平尾　幸一さん（9日）
　西村　一芳さん（10日）
　大神　吉史さん（11日）
　幸良　秋夫さん（15日）
　森　　信正さん（18日）
　川口　弘樹さん（18日）
　坂本　　敏さん（28日）
　古賀　久貴さん（28日）
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様には、温かくお付き合いいただき、厚く感謝
申しあげます。
　佐世保経済界の主だった方々がおられるこの
ロータリークラブでは、会社だけでは知ることが
出来ない、貴重な経験が出来たと思っていま
す。本当にありがとうございました。

	 親睦活動委員会　小川信次郎
　ロータリーアットワークでは当
クラブの石井正剛さんが投稿さ
れた「元奨学生の恩返し」が掲載
され、取り組みが紹介されてい
ました。
　内容は、台湾出身の官家興（グゥ
アン ジャシン）さんが、日本で受けた恩恵をお返
しする為、自分で栽培したお米を留学生や日本の
苦学生に贈られたこと。贈呈式にはいろいろな国
籍の学生が集まり、新たな交流がはじまったこと
など、すばらしい活動が掲載されていました。
　私は佐世保RCに6月に入会いたしましたの
で、ちょうどその頃の話なのですが、この活動
は今月号を見て初めて知りました。
　大変すばらしい活動だと改めて思いました
し、このような素晴らしい活動を行う佐世保RC
に入れたことに、改めて感謝したところです。
　ところで、10月号のスピーチに「渋沢栄一か
ら読み解く21世紀の経営者精神」という大変難
しいタイトルの中で、渋沢栄一が説いた道徳と
経済の関係の話が５ページにわたり、展開され
ていました。実は難しいことは良く分かりませ
んが、この話の初めに「士魂商才」という言葉
が使われていました。
　実はこの言葉がとても懐かしく目に留まりま
した。というのは、私が会社に入社したてで、
長崎支店に勤務していた際、当時の支店長に飲
みながら説教される中で、この言葉が頻繁に使
われていたからです。
　士魂商才。（シは武士の士、コンはたましい、
ショウは商業の商、サイは才能の才です。）
　士魂商才という言葉は、造語なので辞書には
ありませんでしたが、ネットで意味を調べてみ
ると「武士の精神と商人の才とを兼ね備えるこ
と」となっています。が、当時の支店長はすこ
し意味を自分なりに解釈し「（昔の武士は自分の
ことだけではなく世の中を広く見て、世の中を
良くしようという志を持っている者が多かっ

雑誌の時間

慶　　　祝



	 親睦活動委員会　古賀　　巖
円田　　昭さん、髙瀨　宏滋さん
坂本　　敏さん、吉田　英樹さん
坂元　　崇さん、西村　一芳さん
大久保利博さん、米倉洋一郎さん
小川信次郎さん、円田　浩司さん
前田　文智さん、井上　斉爾さん
増本　一也さん、富永　雅弘さん
古賀　　巖さん、佐々木秀也さん
平尾　幸一さん、山下　尚登さん
長富　正博さん、黒木　政純さん
木村　公康さん、古賀　久貴さん
河原　忠徳さん、中川　知之さん
有薗　良太さん、加納洋二郎さん
福田　金治さん、石井　正剛さん
松尾　慶一さん、中村　徳裕さん
　池田真秀さんの卓話に期待して。

松瀬　茂雄さん
　この度、佐世保RCを退会することになりまし
た。今までの皆様のご厚誼に感謝します。

福田　金治さん
　朗遊会にて久しぶりに優勝いたしました。風
の強いラウンドでしたがなんとかしのいでラウ
ンドしました。

松尾　慶一さん、米倉洋一郎さん
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコします。

幸良　秋夫さん、平尾　幸一さん
大久保利博さん、坂本　　敏さん
古賀　久貴さん
　誕生祝いありがとうございます。

円田　　昭さん
　先日の朗遊会の佐世保カントリー倶楽部の4番
で大フォローの中、古賀　巖君がワンオンしま
した。初めてのイーグルパットを大ショートし
ましたが、なんとかバーディーをとったのでニ
コニコします。
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副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　坂元　　崇）

＊10〜11月  例会予定＊

10月22日	 新会員　西村　一芳さん
	 　㈱西九州新生活センター
	 　代表取締役社長

10月29日	 第2740地区	職業奉仕委員会
	 　委員長　駒井　英基さん
　　　　　　　　　　　　　	（佐賀南RC）

11月５日	 新会員　松原　　健さん
	 　㈱テレビ長崎	　佐世保支社長

11月12日	 名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
	 　Mattew	D.Ovios	様

11月19日	 新会員　小川信次郎さん
	 　西部ガス㈱　佐世保支店長

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月15日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月23日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	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。

ニコニコボックス
古賀　　巖さん
　先日の朗遊会にて大フォローの中ワンオンし
てしまい、前の組に打ち込んでしまいました。
また、18番でも3打目をエッジまで打ち込んで
しまい、ご迷惑をおかけしたことをニコニコし
ます。

ニコニコボックス	 本日合計	　43,000 円

	 累　　計	 329,000 円

◇


