
　主な事業として、◦認知症サポーターおよびキ
ャラバンメイト養成事業、◦障がい者啓発事業
「ゆう＆あい」の開催、◦小中学生を対象とした
高齢者・障がい者疑似体験授業、◦福祉情報誌
「プラザだより」の発行、HPの作成、◦障がい
者の声パンフレットの作成、◦障がい者の就労促
進・啓発DVD作成　などがありました。臨時職
員も含めて5人の職員で、どうにか26年度の新規
事業目標は達成できました。
　27年度事業は、さらに福祉情報発信事業や福
祉系団体の活動支援の充実、大きなイベントとし
て12月の「障がい者の日」記念事業のアルカス
SASEBOでの開催を計画しています。
　さて、26年度事業の一つに、今回皆様に視聴
していただく、障がい者雇用促進のDVD、『未来
をひらく鍵はここに』の製作がありました。
　このDVDには、障がいのある人が一般就労を
めざす姿や、実際に企業でいきいきと働く様子、
職業訓練後の将来の夢を語る障がいのある人の様
子、また障がいのある人を会社に迎えた時の経営
者や社員の思いや支援体制の変化など、佐世保市
における障がい者雇用の実際がレポートされてお
ります。障害者雇用促進法の改正、障がい者雇用
に関わる助成制度についても紹介しており、皆様
の事業経営にも役立つものと思っております。
　制作に当たっては、佐世保市初の知的障がい
者雇用チャレンジルームや、障がい者雇用を実
行されている民生会、ツクモなど、各企業様に
ご協力を頂きました。また、障がいのある従業
員雇用関係助成金についてまとめた資料も作成
しておりますので、参考にしていただければ幸
いに思います。
　今後とも福祉活動プラザと障がい者雇用促進
に、ご理解とご協力をお願いして、私の話を終
わらせていただきます。

『佐世保市福祉活動プラザについて』

　佐世保市福祉活動プラザ　
	 　所長　宇野　京子様
　佐世保市福祉活動プラザは、佐
世保市が、指定管理制度により社
会福祉法人むすび会に管理・運営を委託して、平
成26年4月1日に栄町にオープンした施設です。
　佐世保市における福祉活動の拠点施設として、
また、福祉系団体の活動を支援するとともに、市
民が相互に支えあう、豊かな福祉社会の実現に資
することを目的として、活動を開始しました。
　まず、佐世保市福祉活動プラザの場所などの紹
介をさせていただきます。
　場所は、三ヶ町アーケードのなか、栄・常盤地
区市街地再開発ビルのひとつ、サンクル1番館の
2階になります。1階玄関の音声標識ガイドがピ
ンポンの音を鳴らして案内しております。
　会議室1（定員36名）・会議室2（定員18名）・研
修室1（定員24名）・相談室2室・福祉情報コーナ
ー・入居団体とプラザの事務室あわせて総面積
709.69㎡の広さです。
　入居している福祉系団体は、視覚障害者協会・
肢体障害者協会・長崎県ろうあ協会佐世保支部・
手をつなぐ育成会・遺族会・母子寡婦福祉連合会
佐世保支部の6団体となっております。
　毎日、9:00から18:00まで、年末年始6日間を除
き開館しており、夜間の会議室等利用がある場合
は、22:00まで延長しております。
　事業内容としては、大きな柱として、1.福祉系
団体および対象者支援　2.対象者を支える人材育
成　3.市民を対象とした意識醸成・福祉教育とし
ており、その実現のために平成26年度は14の事
業を実施いたしました。
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○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保市福祉活動プラザ 所長　宇野　京子 様
◯ゲスト
　佐世保市福祉活動プラザ 小松原　務 様

　米山奨学生　B
ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん

■筒井　和彦
　税理法人 小田小島総合会計
　税理士
推薦者：井手　孝邦会員
　　　　芹野　隆英会員
カウンセラー：井手　孝邦会員
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

　佐賀県鹿島市から通勤しております。在席勤
務が多く、会員の皆様より社会経験も少ないと
思いますが、よろしくお願い致します。

 会長　円田　　昭
　3 週間振りの例会です。ゴール
デンウィークは好天に恵まれまし
たが、皆様は如何お過ごしにな
られたでしょうか。
　昨日から台風6号が太平洋岸に
大きな被害をもたらしました。
そしてネパールでは大きな余震で被害が出てい
る模様です。自然の威力には人間は全くの無力
としか言いようがありません。
　4月26日に佐世保RCがスポンサークラブであ
る大村ロータリークラブの創立55周年記念式典
に、納所幹事と参加して参りました。「音楽で
祝う55周年」と銘打って、大村室内合奏団のコ
ンサートから始まり、とても和やかで楽しい式
典でありました。

　次年度、我がクラブは65周年を迎えます。企
画の参考になるのではないかと思いました。
　今日は夕方から次年度の大委員会が開催されま
す。いよいよ次年度の本格始動となります。本年
度の有終の美を飾る為にも最後まで責任を全うし
て次年度へ引き継ぎたいと考えております。

〔理事会報告〕
　本日の例会に先立ち、第11回理事会を開催い
たしました。
◦ 新会員 筒井和彦さんの委員会配属を承認致し

ました。
◦ 新会員候補者の入会手続き開始を承認しました。
◦ 観桜例会の決算を承認しました。
◦ 「空き缶回収キャンペーン」参加について
　　実施日：2015年6月7日㈰
　　集合時間：午前8時50分
　　場所：名切町 友愛の森
◦ 西海学園珠算大会への協賛を承認しました。
◦ ネパール地震への義捐金を一人当たり1,000

円、第2740地区を通じて行う事を承認しまし
た。ニコニコ会計から支出します。

◦ 6月例会プログラムについて承認いたしました。
◦ 次回理事会期日、6月3日を承認いたしました。

 幹事　納所　佳民
１．佐保　　肇	様
　忌明けごあいさつ

２．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　小沢　一彦さん
　 福田金治さんへ
　米山功労者 第23回
　 メジャードナー感謝状

の贈呈

３．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年5月のロータリーレートは、
　1ドル＝118円です。（参考：4月＝118円）

４．RI	日本事務局	財団室
　NEWS（2015年5月号）を掲載いたしました。

５．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　ネパール大地震義捐金のお願い
　　一人当たり 1,000円
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６．大村北ロータリークラブ
	 　幹事　麻生　康友さん
　事務所移転のお知らせ
　【新住所】2015年5月より
　〒856-0831 長崎県大村市東本町2-3
　　　　　　  福谷ビルB301号
　※ 電話・FAX・メールアドレスの変更はござい

ません。

７．大村ロータリークラブ
　週報 No.31〜37号が届いております。

８．諫早ローターアクトクラブ
	 　会長　平野　良子さん
　創立45周年記念例会のご案内
　日　時：2015年5月30日㈯　点鐘10:30〜
　会　場：水月楼（諫早市）
　登録料：RC 2,000円
　締め切り日：5月13日㈬

■ローターアクト委員会	 大神　吉史
①新人歓迎カレー例会  参加報告
　先月4月26日、アルカスSASEBO
内の「（多目的施設）スピカ」にて
第115回例会が開催されました。
　例会には増本委員長はじめ、
吉田英樹さん、石田謙二さんと
大神の4名で参加いたしました。（新人歓迎例会
ということもあって、韓国出身のウォン ドンジ
ンくんが来てくれました）。
　田本会長・堤幹事・石田さん・私は審査委員
として作る様子を見届けていました。最終的に
は3チームでのカレー対抗となり、「甲乙つけが
たい」という結果となりました。
　今後ともこのような楽しい例会づくりができ
るように助言していきたいと思いますが、まだ
まだ組織という感覚には慣れていない状況で
す。今後の良き社会人となる“きっかけ”のた
めに皆様のアクター例会参加をお願いしたいと
思います。
② 長崎国際大学ローターアクトクラブ　通常例会

について
　日時：2015年5月14日㈭
　会場：ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料：2,500円
　メークアップ登録になりますので、ぜひとも
ご参加いただきますようお願い申しあげます。

■ロータリー奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　黒木　政純
職場訪問のご案内
日時：2015年5月20日㈬  14:00
場所：佐世保市立総合病院
　　　救命救急センター
駐車場： 病院の有料駐車場があ

ります。
内容： 概要の説明の後、10人ずつのグループで

センター内見学
　時間の余裕があれば、AEDの実技指導もして
いただきます。

 朗遊会幹事　坂本　　敏
第4回 朗遊会の結果報告を致します。
開催日：2015年4月25日㈯
　1位　有薗　良太 6位　米倉洋一郎
　2位　福田　金治 7位　大神　邦明
　3位　坂本　　敏 8位　池田　　豊
　4位　玉野　哲雄 9位　松原　　健
　5位　円田　　昭 10位　中島　祥一

 有薗　良太
　4月20日に父 有薗順博が他界いたしました。
8年前よりガンを患っており、治療を続けてき
ました。83歳の人生でしたが、大往生であった
と思います。
　通夜、並びに葬儀には、多くの方々にご参列
をいただきました。ありがとうございました。

	 次年度幹事　芹野　隆英
期前理事会のご案内
　本日13日、アイトワにて開催
致します。理事会メンバーは17
時、その他の方は18時30分に集
合願います。

次年度会員名簿作成について
　お手元の用紙に記入の上、事務局へ提出願い
ます。写真については5月20日、27日、例会場に
おいて森白汀様が撮影されますので、よろしく
お願いします。
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＊5〜6月  例会卓話者予定＊

 5 月27日 元米山奨学生
 元佐世保RC国際奨学生　
 　　　　官 家 興（ｶﾝ ｼﾞｬｼﾝ）様

 6 月 3 日 新会員　古賀　久貴さん
 ㈻古賀学園　大宮幼稚園理事長　

 6 月10日 新会員　石田　謙二さん
 長崎新聞社　佐世保支社長

 6 月17日 クラブ協議会

 6 月24日 クラブ協議会人「むすび会」
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月20日㈬　17:15〜　予定
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／5月28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。
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　川口　博樹）

ニコニコボックス 本日合計 　10,000 円

 累　　計 928,000 円

◇

 親睦活動委員会　大神　吉史
○今月の誕生祝い
　安部　直樹さん（19日）
　加納洋二郎さん（24日）

	 親睦活動委員会　松原　　健
円田　　昭	会長、平尾　幸一	副会長
納所　佳民	幹事、髙瀨　宏滋	副幹事
　本日の卓話、佐世保市福祉活動プラザ 所長 
宇野京子様の卓話に期待して。

有薗　良太さん
　4月25日の朗遊会で優勝してしまいました。
父の初七日も終わらぬうちにゴルフをして果た
してよかったかどうか…。ちなみに、入会13年
で初めての優勝でした。古賀 巖先輩にやっと追
いつきました。ありがとうございました。

福田　金治さん
　4月25日に行われた朗遊会にて2位に入りまし
たのでニコニコします。

坂本　　敏さん
　4月25日に行われた朗遊会にて3位に入りまし
たのでニコニコします。

松本　英介さん
　妻の命日にご佛前をいただき、ありがとうご
ざいました。

大久保利博さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございまし
た。結婚していることを再認識いたしました。

ニコニコボックス

慶　　　祝

2015-2016年度大委員会・懇親会
日時／平成27年5月13日㈬
   　　18:30～ 大委員会　19:30～ 懇親会
場所／アイトワ


