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　『ロータリーの友 8月号』に、ロータリア
ンは「幸せで健康」であることが科学的に
報告されているという見出しの記事があり
ました。ロータリーの例会は、「幸せのホル
モン」と言われるオキシトシンの分泌を促
すとの事で「人と人とのつながり」の場を
提供し、さらに、免疫システムから分泌さ
れる不健康やうつと言われる炎症性タンパ
ク質、サイトカインのレベルを低下させる
ことが分かっています。実際に幸せ指標調
査では、ボランティア活動を行い、地域へ
の貢献に対する評価を得ている成人は、全
体的に幸せ度が高く、他の人よりストレス
が少ない事も分かっています。グループの
一員であるという認識によって目的意識、
意義、所属感といった心理的メリットがあ
ることが、その要因とされています。
　要するに、皆さん、例会に出てきましょ
う！！
　先週入会されました、橋詰文雄さんの委
員会配属は、親睦活動委員会と出席・例会委
員会となりましたので、ご報告いたします。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　社会医療法人財団白十字会
 理事長　富永　雅也 様
　若年性認知症  壱行の会 福田　人志 様

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。本日
は、白十字会 富永雅也理事長
はじめ、白十字会 壱行の会の
皆様に、若年性認知症の患者
さんの社会復帰活動について
の卓話をして頂きます。当クラブの会員で
もあるKTN支社長の德川さんのご依頼があ
って、（富永理事長と福田さんの）卓話の内
容をテレビ撮影する事になりました。私達
ロータリークラブも、この富永理事長たちの
社会貢献活動の取り組みに、少しでもお役
に立てれば幸いです。
　ところで、ブラジル･リオデジャネイロで
開催された世界の祭典、オリンピックも無事
終了しました。日本人の活躍、金メダル12
個、銀メダル8個、銅メダル21個、合計41
個、過去最高のメダル数を獲得しました。
体操の内村航平選手をはじめ、水泳、柔道、
バドミントン、そしてレスリング、吉田沙保
里選手は多少残念でしたが、伊調馨選手を
はじめとする金メダルラッシュは凄かった
ですね。陸上男子の400mリレーの銀メダル
も感動的でした。2020年の東京オリンピッ
クに大きな期待がもてます。
　又、水泳陣が強化された背景には、先週
お話しした石井正剛パスト会長（西日本流体
技研）の回流水槽の技術も一役かっています

（石井正剛さんにも金メダルをさしあげまし
ょう）。
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３．東京麹町RC	2015-16会長
	 	地引　恒夫さん
　 創立50週年記念「思い出草−ポリオ･プラ

スのツネさんとミネさん」復刻冊子

４．佐世保東RC
　　佐世保西RC
　　ハウステンボス佐世保RC
　「 クラブ現況と活動計画書･報告書」が届

いております。

５．会員　岡　　英樹さん
　初盆のお礼状が届いております。

６．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

７．2016-17年度	地区ローターアクト代表
	 	山田晋太朗さん
　　地区広報	 相川　留維さん
　「 ローターアクトクラブニュース7月号」が

届いております。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
観月例会のご案内
　来たる9月14日㈬ 18時30分
より、観月例会を行います。
会場は富士国際ホテルの屋上
で、月を愛でながらの宴を楽
しみたいと存じます。
　出席のご返事が未だの方もいらっしゃいま
す。万障お繰り合わせの上、是非ご出席いた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
 
■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　芹野　隆英
　増本一也会長より、年次プ
ログラム基金へご寄付をいた
だきました。

◯ゲスト
　認知症サポート 壱行の会　中倉美智子 様

　社会医療法人財団白十字会
　経営戦略本部 本部長　浅野　訓一 様

　社会医療法人財団白十字会　
　総務本部 　広報室　中村　浩二 様

　社会医療法人財団白十字会
　経営戦略本部　ケア技術向上推進室
 課長　中村　洋子 様

　㈱テレビ長崎 報道制作局 石橋　亮一 様
◯ビジター
　佐世保南RC 太田　博道さん

	 幹事　松尾　文隆
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　 「 ハイライトよねやま197号　2016年8月12

日発行」が届いております。

２．RI第2760地区ガバナー	 服部　良男さん
　　研究会運営委員長	 奥田　清仁さん
　　RI第2760地区インターアクト委員長
	 	佐藤　裕彦さん
① 第5回全国インターアクト研究会並びに第3

回地区インターアクト委員長会議のご案内
　　日時／2016年10月21日㈮
　　　　　　研究会 12:00〜17:00
　　　　　　懇親会 18:30〜
　　　　　10月22日㈯　8:00〜12:00

　　会場／ 研究会 M
ミ ッ ド ラ ン ド

IDLAND H
ホ ー ル

ALL（名古屋市）
　　登録料／研究会 15,000円　懇親会5,000円

② 第4回ワールドフード＋ふれ愛フェスタの
ご案内

　日時／2016年10月22日㈯、23日㈰
　　　　10:00〜17:00
　場所／ 名古屋 栄 久屋大通公園、もちの木

広場、希望の広場
　該当者／ 地区IA委員長、RC IA･青少年奉

仕委員長、IAC顧問教諭

委員会報告

幹 事 報 告
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	 朗遊会幹事　圡井　弘志
「朗遊会」開催のご案内
◯第１回朗遊会
　日　程／平成28年9月24日㈯
　時　間／イン、アウト　各３組
　　　　　スタート時間 第１組　11:26
　参加費／2,000円
　場　所／佐世保カントリー倶楽部 石盛岳コース
　　　　　TEL（0956）49-5654

◯第２回朗遊会
　日　程／平成28年10月8日㈯
　　　　　 国際ソロプチミスト懇親コンペ

と同時開催となります。朗遊会
メンバーで申し込みます。

　スタート時間／ アウト9:51から5組押さえ
ています。

　参加費／ 6,000円（チャリティゴルフ4,000円
＋ 朗遊会2,000円）

　場　所／佐世保カントリー倶楽部 石盛岳コース
　　　　　TEL（0956）49-5654

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
○結婚記念月のお祝い
　玉野　哲雄・貞子さん ご夫妻（13日）

	 親睦活動委員会　上野　好章

社会医療法人財団白十字会
理事長　富永　雅也	様

　皆さまにお願いがあって卓話をさせてい
ただきます。どうぞ、よろしくお願い申し
あげます。
　
佐世保南RC　太田　博道さん
　明後日からベトナム出張ですが、佐世保
より涼しいようです。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、山縣　義道さん
佐々木秀也さん、森　　信正さん
松尾　　貴さん、德川　晃尚さん
山口　剛史さん、石田　謙二さん
田中丸善弥さん、有薗　良太さん
円田　　昭さん、黒木　政純さん
髙田　俊夫さん、中村　徳裕さん
加納洋二郎さん
　社会医療法人財団 白十字会 富永雅也さん
の卓話を楽しみにしています。

平尾　幸一さん
　私の雇い主である富永理事長が卓話に来
られましたので、ニコニコします。そして、
壱行の会の福田人志さんのお話に期待して
おります。

玉野　哲雄さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

	 指揮　髙田　俊夫

「浜辺の歌」合唱 作詞：林　 古渓
 作曲：成田 為三

この曲は、1918（大正7）年に作られ、唱歌というよ
りはむしろ歌曲と呼ぶ方がふさわしいほど、芸術性
が高く評価されています。歌詞については、古語を
巧みに用いた文語調も特徴で、国文・漢文学者である
作詞者林の才能が如何なく発揮されている作品です。

ニコニコボックス

慶　　　祝

朗遊会より

歌の時間

ニコニコボックス 本日合計 　35,000 円

 累　　計 232,000 円

◇
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『認知症になってもこの街で暮らし続けられ
るために皆様にお願いしたいこと』

　社会医療法人財団白十字会
　　　理事長　富永　雅也	様

　医療費が高騰し、若い世代
に多額の保険料負担を強い、
国家財政が危機に瀕していま
す。これに追い打ちをかけるように、認知
症が激増しています。これに対し、多額の
医療・介護費用をかけずに、患者さんをサポ
ートし、住み慣れた場所で暮らし続けられ
る互助体制作りを、市民が地域で自発的に
展開する富士宮市の先進的な活動をご紹介
いたします。当市でも負けずに活動を始め
るきっかけ作りのために、ある若年性認知
症患者さんの“想い”を後半に語っていた
だきます。そして2040年頃、国民の一割が
罹患すると現在予測されている認知症を早
期に発見するための地域の取り組みや、有
意な効果が証明された認知症予防体操を市
内に広めたいと思います。認知症の方が
「助けて」と言える社会になれば未来は変
わります。さあ、ロータリアンの出番です。

-------------------------------------------------

　若年性認知症　壱行の会
　　福田　人志	様

　平成26年に医師より若年性
認知症と診断され、しばらく
はパニック状態が続き閉じこ
もりとなりました。多くの方々の支援や、
自分の心の叫びを書いた短い詩が作品にな
る事で、少しずつ自信をつけることがで
き、周りの人とも自然に話せるようになり
ました。私達認知症の人が、地域で安心し
て暮らすには、認知症の知識の普及や認知

症に対する関心を皆で呼び起こす事が大切
だと思います。皆様のご支援・ご協力よろし
くお願い致します。

以上

詩・画：福田人志さん、書：中倉美智子さんの作品

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊9月  例会卓話者予定＊ 

９月７日 有限会社アルス楽器
 代表取締役 川副源太郎 様
 （ハウステンボスRC会員）

９月14日 観月例会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月6日㈫　17:00〜　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／8月10日㈭ 分 → 10月6日㈭ へ変更
　　　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／8月25日㈭ 分 → 11月17日㈭ へ変更
　　　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：山口　剛史）

卓　　話


