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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
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連休が当然視されることに問題があること
も事実のようです。
◦「�昭和の日」「憲法記念日」「子供の日」の
意義が薄まってしまう。

◦教育や勤労効率の低下がみられる。
◦�連休明けに体や心が不調に陥る症状が見
受けられる。
などです。
　いわゆる「五月病」は新入生や新入社員
だけがなるとは限らないようで、「大きな変
化を経験した人」に多く見られるようで
す。この時期は気温の変化も大きく体のバ
ランスが崩れやすく、新年度の生活の変化
もあってストレスが溜まりやすい時期でも
あります。就職や昇進、入学や卒業といっ
た本来喜ぶべきことさえもストレスになり
得るようです。「休み疲れ」や「なまけ病」
などといいがちですが、「精神論」だけで解
決できる問題ではなさそうです。
　ストレスの解消には脳内の「セロトニン」
という物質を増やすことが重要だそうで、
この「セロトニン」は別名「幸せのホルモ
ン」と言われており、適度の「日光浴」や
「リズム運動」、「食事の時によく噛む」な
どが有効とされているようです。「五月病」
は誰でもが罹ってしまう可能性がありま
す。自身や周囲の人の「心と体の健康」に気
を配っていきたいと思います。
　ロータリーの例会が、皆さんのリフレッ
シュとストレス解消になれば幸いです。

	 会長　富永　雅弘
　皆さん、「ゴールデンウイー
ク」は如何過ごされましたで
しょうか。一般的には4月29
日から5月5日迄の間を「ゴー
ルデンウイーク」といいます。
以前は休日が飛び飛びになることが多かっ
たことから「飛び石連休」と言われていまし
たが、1985年の「祝日法」以降5月4日が「国
民の休日」となったことから「大型連休」と
いわれるようになりました。
　「ゴールデンウイーク」の名称は、1951年
の4月末から5月初旬に映画会社の「大映」が
上映した「自由学校」という映画が大ヒット
した折にもっと映画を見てもらうために作
成された「宣伝用語」であり、ラジオの視聴
率が高い時間帯の「ゴールデンタイム」に倣っ
たものです。
　NHKや一部の民放、新聞などは「ゴールデ
ンウイーク」が映画の業界用語だったこと
や、この時期に休暇が取れない人から「何が
ゴールデンだ」という抗議が来ることや、
「外来語を避けたい」「1週間よりも長くなる
のにウイークはおかしい」といった理由から
「大型連休」という表現で統一しているよう
です。九州では「有田陶器市」や「博多どん
たく」はこの時期の風物詩として親しまれて
います。
　しかしながら、この期間の祝日が普通の
祝日と異なる扱いをされることや、長期の
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ります。皆様に少しでも早く覚えて頂くよ
うに頑張りますので、ご指導をよろしくお
願いします。

� 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　5月のRIレートは＄1＝￥108です。
　（4月のレート：＄1＝￥104)

2．	国際ロータリー日本事務局		クラブ･地区
支援室

　3月22日のRIJO-FAQでご案内させて頂き
ました、トロント国際大会での役員選挙の
投票予定日時に変更の情報が入りました。
　6月26日㈫�15:30-16:00�エア･カナダ･セン
ターにて

3．	国際ロータリー日本事務局　業務推進･
資料室

　5月�青少年奉仕月間リソースのご案内

４．ガバナーエレクト	 福田　金治さん
　　2018-19年度	地区米山記念奨学委員長
	 	大家　和義さん
　�2018-19年度�クラブ米山記念奨学委員長
セミナー開催のご案内
　日時／2018年5月27日㈰
　　　　13:00�受付　13:30�開会�
　　　　16:00�閉会予定
　会場／東彼杵町総合会館

５．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

６．佐世保西RC	 幹事　樋口　聡子さん
　�IMでのグループディスカッションについて
説明

７．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／2018年6月3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

〔理事会報告〕
１．新会員入会並びに委員会配属
　　北野　慎司さん（いちよし証券㈱）
　　親睦活動委員会、出席・例会委員会
� 【承認】
２．観桜例会の収支報告について� 【承認】
３．6月例会プログラムについて� 【承認】
４．空き缶回収キャンペーン　6月3日㈰
� 【承認】
５．岩㟢　友晴さん�退会届� 【承認】
６．第2740地区2018-2019地区大会
　　実行委員会組織図
　　役務分担表
　　予定表� 【報告】�

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　西海みずき信用組合
� 理事長　陣内　純英 様
◯例会風景

■北野　慎司さん
　いちよし証券㈱
　佐世保支店長

　推薦者：米倉洋一郎�会員
　　　　　（カウンセラー）
　　　　　円田　浩司�会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　歴史と伝統のある佐世保ロータリークラブ
の一員として加えて頂き、光栄に思ってお

例 会 記 録

幹 事 報 告

入　会　式
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■職業奉仕委員会	 委員長　川口　博樹
職場訪問のご案内
　本年度の職場訪問は、港ま
ち佐世保の代表的なスポット
や西海国立公園九十九島、日
本遺産をめぐる観光地を、佐
世保観光コンベンション協会のSASEBOク
ルーズバス「海風」アテンダーによる案内
で視察を行います。多数のご参加をお待ち
いたしております。
　日時／2018年5月16日㈬
　　　　�例会後14時頃��石井海陸興業㈱前発
　行程／14:00��旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念

館･セイルタワー（車窓）
　　　　　　��米海軍基地前（車窓）　　　　
　　　���14:10〜14:40�佐世保重工業(SSK)★�
� 赤レンガ倉庫★　
� 第４ドック★
　　　���15:10〜15:30�展海峰★
　　　���16:00　佐世保バスセンター帰着予定

★降車観光ポイント

■ロータリー財団委員会
	 委員長　芹野　隆英
　本年度の寄付実績ですが、
年次目標に対してロータリー
財団のポリオプラスと年次基
金が、まだ達成しておりませ
ん。ついては、残り2ヵ月と
なりましたが、皆様の寄付をお待ち申しあ
げております。
　ロータリー米山記念奨学会については、
おかげ様で目標達成できました。ありがと
うございました。

	 朗遊会幹事　大久保利博
　第5回朗遊会は、5月27日㈰
12:50スタートにて佐世保カン
トリー倶楽部で予定していま
す。まだ余裕がありますの
で、多数の参加をお待ちして
おります。

	 親睦活動委員会　福田　金吾
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
松本　英介さん、芹野　隆英さん
平尾　幸一さん、石田　謙二さん
　西海みずき信用組合理事長�陣内純英様の
卓話に期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　西海みずき信用組合様、地元のラジオ局は
っぴいFMが大変お世話になっております。

松本　英介さん
　亡妻の命日に御供物を頂戴し、ありがと
うございました。

黒江　章雄さん
　誕生日と結婚記念日のお祝いありがとう
ございました。ニコニコが遅れて申し訳ご
ざいませんでした。

『地域金融機関の役割』

　西海みずき信用組合
　　理事長　陣内　純英	様

1．�銀行、信用金庫、信用組合
の違い

　銀行には、メガバンク、地方銀行、信用
金庫、信用組合といったものがあります。
メガバンクや地方銀行が営利を追求する株
式会社なのに対し、信用金庫、信用組合
は、地域の個人や事業者が組合員（出資者）
になる、地域の人々の相互扶助のための非
営利の協同組織です。地域と組合員（出資
者）と顧客が同一で、いわば三位一体という
のが特徴です。

ニコニコボックス� 本日合計� 　10,000 円

� 累　　計� 1,042,000 円

◇

ニコニコボックス委員会報告

朗遊会より

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：木下　貴夫）
（カメラ担当：田中　信孝）

　そうした組織の違いはありますが、信用
金庫、信用組合も、融資、預金、為替送金
など地方銀行とほぼ同じ業務を行っていま
す。英語名称には、信用金庫：Sh i n k i n�
Bank、信用組合：Shinkumi�Bankといずれ
もbankがついています。西海みずき信用組
合は、Saikai�Mizuki�Shinkumi�Bank�です。
　長崎県では、地方銀行のシェアが圧倒的
に高いのですが、東京、大阪、京都、愛知
などでは、地方銀行よりむしろ協同組織の
金融機関の方が、存在感があるようです。

2．�捨てられる銀行（役に立たない銀行）の出現
　信用金庫・信用組合はもちろんのこと、
営利を追及する地方銀行も、顧客の役に立
ってこそ存在意義があるのは、当然です。
しかし、バブル崩壊後金融機関の蹉跌が相
次ぐ中で、金融システムを守るため、銀行
は、顧客よりも我が身を優先せざるを得な
くなりました。不良債権を警戒しリスクを
伴う融資はしない、リスク評価のため審査
に時間をかけて多くの資料を要求する、担
保や保証をがっちり取る、業況が悪くなる
と融資を回収するといったことです。「晴れ
の日に傘をさしかけ、肝心の雨の日には傘
を貸さない」と例えられます。こうした銀
行は、今日「捨てられる銀行」と呼ばれて
います。
　銀行がこうなった背景に、金融検査マニ
ュアル、自己査定の存在があります。銀行
は、金融検査マニュアルに沿って、個々の
融資先ごとに債務者区分を判定し、貸倒引
当金を計算します。例えば、債務超過かつ
赤字の企業は、破綻懸念先などと判定さ
れ、保証協会の保証や不動産担保がない場
合、その融資は、不良債権として貸倒引当
金をつむ必要があります。それをきちんと
やっているか、金融検査や日銀考査で定期
的にチェックされます。

3．持続可能な銀行へ
　しかし、銀行がこれでは、創業者や再建途
上の企業など、まさに資金を必要とする人

＊5〜6月  例会卓話者予定＊�

５月23日� 佐世保税関支署長� 辻　　和昭�様

５月30日� 会員卓話� 溝口　尚則�様

６月６日� 映画「こはく」実行委員会
� 　　　　　　監督� 横尾　初

はつき

喜�様
� � （佐世保市出身）

６月13日　佐世保市少年科学館
� 星きらり館長� 堤　　祐子�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／６月５日㈫　16:00〜　〔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24日㈭　18:30（食事）〜
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。

になかなかお金が回りません。それでは、
日本経済の発展はないでしょう。そのこと
に監督官庁もようやく気がつきました。そ
こで、金融検査マニュアルを廃止する一方
で、「担保・保証や財務内容に依存しない、
事業者の将来性を見極めた融資をせよ」、ま
た、「事業者の本業そのものを支援せよ」と
言いはじめました。我々はこれを歓迎して
います。なぜなら、これは「信用組合の原
点に回帰せよ」というのとほぼ同義だから
です。我々西海みずき信用組合は、監督官
庁に言われるまでもなく、地域＝組合員＝
お客様を最優先のサービスを展開して参り
ます。それにより「地元になくてはならな
い」との評価をいただき、地域と共に末永
く生きて参りたいと思っています。
� 以上


