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	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年5月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（参考：4月=116円)

２．日本のロータリー100周年委員会
　　全体統括	RI理事	 斎藤　直美さん
	 （RI D2760PDG）
　　委員長	元RI理事	 北　　清治さん
 （RI D2770PDG）
　　ビジョン策定特別委員会
	 委員長　本田　博己さん
 （RI D2840PDG）
　　記念式典等特別委員会
	 委員長　鈴木　　喬さん
 （RI D2580PDG）
　　組織連携特別委員会
	 委員長　水野　　功さん
 （RI D2750PDG）
　①�日本のロータリー100周年委員会設立趣意書
　②�日本のロータリー100周年委員会主要な経過報告
　③�「2020年日本のロータリー100周年に関する

アンケート」についてご協力の事前のお願い
　④�「2020年日本のロータリー100周年に関す
るアンケート」のお願い

　　　5月19日㈮�締め切り日まで

３．第2740地区ガバナー	 崎永　　剛さん
　　地区大会実行委員長	 里　　隆光さん
　地区大会ご出席･ご協力のお礼

４．第2740地区ガバナー事務所　地区大会事務局
　事務所休業のお知らせ
　　平成29年4月29日㈯〜5月7日㈰

５．大村ロータリークラブ
　「週報No.32〜34」が届いております。

	 会長　増本　一也
　今週末から、ゴールデンウィ
ークに入ります。連休中に旅行
を予定されている方もおられる
ことでしょう。
　先週20日㈭に、当クラブ名誉
会員、陸上自衛隊西部方面混成
団長兼相浦駐屯地司令の中澤�剛様主催の「観藤
会」に出席して参りました。我がクラブからも
多くの会員の方が参加されており、芹野会員よ
り「会長、これから例会開けますよ」となかな
かナイスなジョークが出ました。
　ところで、4月は「母子の健康」強化月間で
す。特に、女性の健康は女性だけのものではあり
ません。女性が健康で生き生きした状態ですと、
地域や社会全体の活性化に繋がります。女性の健
康サポートが、地域や社会の活性化に繋がり、次
世代の子供達の健康に直結するというのが、この
運動の目的です。WHO（世界保健機関）憲章によ
ると健康の定義は、「健康とは、病気ではないと
か、弱っていないということでなく、肉体的に
も、精神的にも、そして社会的にも、全てが満た
されている状態にあること」となっています。こ
のように定義されますと、私は一生健康になれな
い気も致しますが…。� 以上
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だきました。その中で４月号に
職業奉仕、職業サーヴィスを考
えるというページがございまし
た。一般的に職業奉仕と言え
ば、職業を通した奉仕であるか
ら無料だと理解してしまう。こ
の場合の職業奉仕という概念が理解しにくいの
はVocational� Serviceを職業奉仕と訳したことに
始まると伝えています。元来、「サーヴィス」と
いう概念は、奉仕よりずっと広い概念で相手を
おもんばかり相手のためになる行為と位置づけ
られ、英語の「サーヴィス」に無料という概念
はないそうです。したがって、翻訳が難しい以
上、職業奉仕ではなく職業サーヴィスとして、
英語のまま活用した方がいいと伝えています。
　３月号に宮崎県の延岡東ロータリークラブの
活動が掲載されていました。今山大師という寺
院のお祭りを通してお接待の心で多くの参詣者
をおもてなしするということが実践されていま
す。お接待は常に奉仕でありますので、損得勘
定は一切ありません。また、奉仕の精神が薄れ
つつある現代において、延岡東ロータリークラ
ブの、奉仕を通した活動は非常に参考にすべき
ことだと実感いたしました。

	 親睦活動委員会　福田　金吾
○結婚記念月のお祝い
　安部　直樹・恵美子さん�ご夫妻（1日）
　坂本　　敏・和代　さん�ご夫妻（7日）
　草津　栄良・晴代　さん�ご夫妻（7日）
　平尾　幸一・透江　さん�ご夫妻（14日）
　川口　博樹・順子　さん�ご夫妻（17日）
　円田　　昭・美和子さん�ご夫妻（20日）
　石田　謙二・恵子　さん�ご夫妻（20日）
　髙田　俊夫・伸子　さん�ご夫妻（23日）
　橋詰　文雄・ヤヨイさん�ご夫妻（26日）
　石井　正剛・佳子　さん�ご夫妻（28日）

６．佐世保市長	 朝長　則男	様
　「空き缶回収キャンペーン」について
　　実施日時：平成29年6月4日㈰�午前9時〜
　　集合時間：午前8時50分
　　集合場所：市役所本庁舎�玄関前広場

７．西海学園高等学校	 校長　森　由刈	様
　①�第55回西海珠算選手権大会のご後援のお願い
　②ロータリークラブ賞の授与について(お願い）
　　日時：平成29年6月19日(日)10:00〜
　　場所：西海学園高等学校�体育館

８．陸上自衛隊西部方面混成団兼相浦駐屯地
　　機関紙「つくも」4月号が届いております。

R奉仕プロジェクト委員会	 委員長　菅沼宏比古
「職場体験のご案内」
　波佐見町の伝統産業である波
佐見焼の最新技術等を見学し、
県内産品の理解を深めるべく、
下記の要領にて、職場訪問を実
施いたします。また、ご希望の
方には絵付け体験をして頂きますようご準備し
ておりますので、多くの会員の皆様のご参加を
お待ちしております。

　場所：白山陶器㈱
　日時：平成29年5月10日㈬　例会終了後
　　　　14:00　石井海陸興業前　出発
　　　　14:30　白山陶器㈱　波佐見町�着
　　　　14:30〜16:00　�工場見学･説明

�絵付け体験終了の方よ
りギャラリー見学

　　　　16:00　白山陶器㈱　波佐見町�発
　　　　16:40　佐世保駅前　帰着予定
　　　　　　　　　　　　　（帰路順次降車可）
　＊絵付けは絵柄を考えてご参加ください。

米倉洋一郎
　5月21日㈰に佐世保カントリー
倶楽部にて市内8RCゴルフコン
ペが行われます。多数の方ご参
加ください。

	 親睦活動、出席・例会委員会　草津　栄良
「ロータリーの友」を読んでの感想
　「ロータリーの友」３、４月号を読ませていた

委員会報告

朗遊会より

慶　　　祝

雑誌の時間
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	 親睦活動委員会　廣瀬　章博�
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
森　　信正さん、米倉洋一郎さん
円田　浩司さん、納所　佳民さん
草津　栄良さん、福田　金治さん
古賀　　巖さん、坂元　　崇さん
石田　謙二さん、田中丸善保さん
佐々木秀也さん、橘髙　克和さん
梅村　良輔さん、大神　邦明さん
加納洋二郎さん、松尾　　貴さん
平尾　幸一さん、川口　博樹さん
　社会福祉法人�佐世保市社会福祉協議会�会長�
深堀寛治様の卓話に期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　深堀さん、卓話ありがとうございます。共に、
アメリカンフェスティバルを創り上げた頃からの
付き合いですね。いつもはっぴぃFMの番組審議
会、厳しいご意見ありがとうございます。今日
は卓話楽しみにしております。

遠田　公夫さん
　先週卓話を頂いた指山さんも無給の役員をさ
れておりますが、はっぴぃFMでこの度、防災協
定を新たにし、災害時、防災無線放送(屋外スピ
ーカー)を補完する通信網として機能することに
なりました。ラジオでもスマホでも聞けます
が、佐世保市の番組も始まり、市長陣頭指揮で
PRされておりますので、どうぞお聞きくださ
い。番組表に興味のある方は、入口でお受け取
りください。

遠田　公夫さん
　本日をもって71歳になりました。益々、人生楽
しみます。お付き合いよろしくお願い致します。

円田　　昭さん
　先日の朗遊会で優勝しました。ありがとうご
ざいました。

松尾　慶一さん、松尾　文隆さん
　朗遊会にて入賞しましたので、ニコニコします。

草津　栄良さん、平尾　幸一さん
川口　博樹さん、円田　　昭さん
石田　謙二さん、髙田　俊夫さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　井手　孝邦
「花」合唱� 作詞：武島　羽衣
� 作曲：瀧　廉太郎

『花』は、瀧�廉太郎作曲の歌曲集『四季』の第1曲。
春の隅田川の情景とともに、オールで水面を掻いて
川を進んでいくボートの様子が描写されている。

「社会福祉協議会とは」

　社会福祉法人
　佐世保市社会福祉協議会
　　会長　深堀　寛治	様

　社会福祉協議会とは、社会福祉法では「地域
福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規
定されている。
＜佐世保市社会福祉協議会のあゆみ＞
　昭和32年11月30日
　　�社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会の設
立許可

　昭和36年4月1日
　　�県北福祉会館建設、事務所を移転
　平成17年4月1日
　　吉井町、世知原町社会福祉協議会を編入合併
　平成18年3月1日
　　�宇久町、小佐々町社会福祉協議会を編入合併
　平成22年4月1日
　　�江迎町、鹿町町社会福祉協議会を編入合併

＜佐世保市社会福祉協議会の事業＞
1．自立支援を促すための取り組み
　ア、�孤独から要支援者を守るための取り組み

（独り暮らしの方等）
　　◦�話し相手ボランティア養成派遣事業：90

名以上
　イ、�要支援者を資金的に支援するための取り

組み：低所得者層の援助（1〜10万円の貸
付等）

　　◦資金貸付事業
　　　　長崎県生活福祉資金貸付事業
　　　　佐世保市福祉資金貸付事業
　　◦見舞金等配布事業
　　　　災害罹災世帯への見舞金の支給
　　　　�福祉見舞金等の配布(年末たすけあい運

動の募金から)
　ウ、要支援者の権利を擁護するための取り組み
　　◦�させぼ成年後見センターの運営→協議会

が後見（11名）

ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス� 本日合計� 　35,000 円

� 累　　計� 1,005,000 円

◇

歌の時間
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2．相互扶助を促すための取り組み
　ア、�住民相互間の自主的支援活動を通じた相

互扶助の実現を支える取り組み
　　◦�食事サービスへの助成：57グループ、

250円/食の支援
　イ、�要支援者からの自主的･自立的活動を通じ

た相互扶助の実現を支える取り組み
　　◦ふれあいネットワーク支援事業
　　◦�ふれあいいきいきサロンの支援･推進：市

内20ヵ所（公民館･個人宅等）

3．地域の主体的活動を実践する取り組み
　ア、�地域福祉（社会参加）を実現する地域の

主体的活動を実践する取り組み
　　◦�地区福祉推進協議会(福推協)との連携･支援
　　◦�地域活性化モデル事業（黒島をモデル地

区に指定）

4． 自立支援･相互扶助･地域活動を実践するため
に必要な基盤整備

　ア、情報基盤整備
　　◦くらしに役立つ福祉情報ガイド
　　◦地域福祉カルテの作成
　イ、人材基盤整備
　　◦ボランティアセンターの運営(戸尾)
　　◦ボランティア活動の支援
　　◦福祉人材バンク：80名
　　◦福祉の就職合同面談会
　　◦福祉職場への就職セミナー

5．災害ボランティアに関する取り組み
　ア、�災害ボランティア活動推進事業：募金活

動等
　　◦�災害ボランティア研修の実施：被災地派

遣にむけた養成等
　　◦�災害ボランティアセンター設置運営訓練

の実施

6．福祉教育の推進
　ア、福祉教育･人材育成
　　◦�モデル地区における福祉教育実践プログ

ラムの実施
　　◦地域福祉出前講座
　　◦地域福祉講演会

7．広報啓発
　ア、活動啓発･情報収集及び提供
　　◦社協だよりの発行
　　◦ホームページによる広報

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

（今週の担当：松本　淳也）
（カメラ担当：田中　信孝）

＊5月  例会卓話者予定＊�　
５月17日� 株式会社�エヌ・ティ・ティ・データ九州
� 法人ソフトウエアー事業部
� 法人ビジネス部営業担当課長� �
� � 大谷　裕司�様

５月24日� �日本たばこ産業㈱
� 佐世保支店長� 三浦雄一郎�様

５月31日� �炉辺会合
� 福田　金治パスト会長

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／5月16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／5月11日㈭　19:00（食事）〜�
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。

8．地域活動への支援等
　ア、地域活動支援
　　◦福祉団体の支援
　　◦�遊具(イベント等)･福祉車両(自動車1台)･

機器の貸出(車椅子50台)

9．その他
　ア、�安定した社協事業活動を支えるために、

自主財源確保に努める
　　◦�社協会員の確保(一般会員、賛助会員、団

体会員、特別会員)
　イ、共同募金運動への協力
　　◦赤い羽根共同募金(10月〜12月)
　　◦�歳末たすけあい募金(12月)：5,000〜7,000

円/人給付
　ウ、要介護認定調査事業：審査事務
　　　　
　ほか、介護事業所7ヵ所、保育園3ヵ所、児童
センターも運営。佐世保は貧困率、高齢化率が
高い、たすけあいが必要な地域社会。社協スタ
ッフのスキルアップ、資格取得にも注力。
� 以上


