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興味あることには没頭するが、他には関心を示
さない、睡眠障害等があります。
　私は、長男の障害について支店職員も含め、
全てオープンにしています。これは私なりに3点
の考えがあってのことです。
　1点目は、障害のある方の存在を知ってほしい
ですし、理解してほしいということです。実は
高齢者福祉同様、障害者施設の絶対数は不足し
ているという現実があります。また、日中外出
した時に、長男は殴られたような怪我をして帰
ってくることもあります。これは一般の方から
見ると不可解な行動をとることもあるので、誤
解を生むようなケースもあるのではないかな、
と思っています。
　2点目は障害のある方も歩みは遅いかもしれま
せんが、環境を整えてあげれば、少しずつでも
成長するということです。
　3点目は健康な方々が普通に仕事をしているの
が「当たり前だ」と思っていただきたくないの
です。長男に私と同じような仕事をさせようと
しても、先天的なコミュニケーション障害です
ので、これは無理だと思います。私は長男のお
かげで、いろんな障害者の方々と接する機会を
持つことが出来ました。それ以来感じているこ
とですが、私自身健康に仕事が出来るわけです
から、「あれは出来ません、これは出来ません」
と言い訳などせず全力で仕事をしないと、障害
のある方に申し訳ないな、と思うようになりま
した。ですから、今後も全力で仕事に邁進して
いきたいと思います。
　最後に現在の商工中金についても触れておき
たいと思います。
　3年程前になりますが、国の制度融資にかかる
資料改ざん事案により、世間をお騒がせしたこ
とについては改めてお詫び申しあげます。現
在、自立可能なビジネスモデルを確立し、3年後
に改めて民営化の是非を問う、という状況でご
ざいます。

『野球と家族について』

　会員　小村　英司さん
　（㈱商工組合中央金庫 佐世保支店　支店長）

　私は1969年4月19日生まれの49
歳です。出身は鹿児島県鹿児島市で、昨年9月に
佐世保支店に着任して参りました。私は東京本
社の商工中金に入庫しましたが、本店や東京勤
務経験はなく、営業店の現場ばかりを経験させ
ていただきました。お陰様で、お取引先の企業
経営者と接する機会も多く、出会いの中で勉強
させていただくことが多かったと感じております。
　野球との関わりは、元々、私が小学生の頃は
肥満児で、両親があまりの肥満を心配し、無理
やり野球部に入れさせられたようなものでし
た。中学時代も何となく野球を続け、高校でも
入部しましたが、当時の鶴丸高校は期待度も高
く、練習量と過酷さからいうと、今の時代なら
絶対アウトのレベルでした。
　現在、青少年にスポーツを指導する方には、
学生時に体を壊すまで無理をさせないというこ
とに注意して、指導していただきたいと思って
おりますが、肉体的、精神的にも厳しい経験を
積みますので、社会人になってからの我慢強さ
や忍耐力には繋がったのかなと思います。
　次に家族についてお話ししたいと思います。
私には妻と子供が3人（男1人、女2人）おりま
す。長男が自閉症と心臓病を持っています。自
閉症については、ダスティン・ホフマンが主演
した「レインマン」という映画から、少しずつ
認知されてきたのではないかと感じています。
　自閉症は先天的な脳神経系の疾患といわれて
おります。特徴的な症状としては、他人とコミ
ュニケーションが取れない、極端な聴覚過敏、

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　31 2 6 3,341 29

《本　 日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《１月 23日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％

79

79

23

23

57 11 0

13

11

13

72.15

100.0059 7

卓　　話



（2）

職業奉仕委員会（委員）、入会3年未満者
（入会3年未満会員は全員登録）【承認】

　本日は、次年度千葉憲哉ガバナーからお願い
があった、クラブアンケートをお配りしています。
　これは、千葉ガバナーエレクトの強い思い入
れがあり、全会員分の資料も自費で準備され、
昨年の11月頃から各クラブに相談されているも
のであります。アンケートを実施する事によっ
て、自身のクラブ現状を把握し、自身のクラブ
の今後の活動に活かしていただきたい、という
ものであります。
　佐世保では、11月の市内8RCの会長・幹事会
の場にて、2月の例会プログラムの中で実施して
欲しいとの説明がありましたが、次年度のこと
でありますので、その場ではやはり異論もたく
さん出ておりました。
　各クラブに持ち帰って検討して欲しいという
ことを受けて、我がクラブの12月理事会でも例
会プログラムの中に入れるかどうかを含めて検
討いたしました。
　実施については、全く反対という意見は無
く、実施して良いが本年度と次年度の三役や理
事程度で実施してはどうかとの意見も出ました
ので、すぐ諫早まで出向き、旧知の仲である次
年度地区幹事と、1時間以上このことについて、
じっくりとお話をしました。
　けっして地区の為では無く、ご自身のクラブ
の為であるので、なんとかアンケート実施に協
力して欲しいという、次年度地区幹事の大きな
熱意を感じて帰ってまいりました。
　これらの経緯を1月理事会にてご説明し、協議
検討した結果、佐世保RCでは例会プログラムの
中では実施せず、本日の例会にてお配りし、2月
20日㈬の例会までに回収させていただくこと
で、承認をいただきました。廣瀬章博副幹事が
集計した後、木村公康会長エレクトにお渡し
し、次年度計画に活かして頂ければと考えてい
ますので、皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。
　回答については、おわかりになる範囲で結構
です。実際にやってみましたが、私の場合20〜
30分かかりました。
　尚、ほかの市内7クラブについては、北佐世保
RCのようにすでに例会プログラムの中でアンケ
ートを終わらせたクラブや、PETSの報告例会
にてアンケートをとる事にしているクラブや、
8RC会長幹事会でかなり意見を言われていたあ
るクラブでも、アンケートを実施され、結果全
クラブ実施されるようです。
　さて、本日の例会卓話は、新会員の㈱商工組
合中央金庫の小村英司さんです。2週続けての金

　これからの商工中金について、①「財務CFと
営業CFの改善」による「共通価値の創造」、②
事業性評価の1丁目1番地は「正常運転資金の適
切な把握」、③お客様との「信頼関係」の構築、
という社長からのメッセージが発表されました。
　なんら変わったことをするわけではありませ
ん。お客様の成長を自らの喜びとする、という
観点からは、本来の商工中金の仕事に回帰す
る、ということだと感じております。
　ロータリーを通じ、新たな出会いにより、仕
事やこれからの生活に活かしていきたいと存じ
ます。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

	 会長　古賀　　巖
　昨日から長崎市で、26回目に
なるランタンフェスティバルが始
まりました。2月19日㈫までです。
　開催期間は旧暦の1月1日(春節)
から1月15日（元宵節/げんしょ
うせつ）までですので、毎年日
程が変わります。ちなみに来年2020年は1月25
日㈯〜2月8日㈯になります。
　県北のイベントの補助金がどんどん削られる
中、佐世保の「きらきらフェスティバル」は市
内全域への広がりに苦戦していますが、ランタ
ンフェスティバルは、長崎市の広範囲に広がり
を見せ、観光面でも貢献していると伺っており
ます。
　本日、2月理事会を開催しました。

〔理事会報告〕
１．忘年家族会決算について� 【承認】
２．長寿祈願祭並びに祝賀会決算について
� 【承認】
３．新会員入会及び委員会配属について
　　陣内純英さん
　　配属先：親睦活動委員会、出席・例会委員会
� 【承認】�
４．2019-2020年度�地区交換学生募集について
� 【承認】
５．�第5・6グループ　インターシティミーティ
ング開催について

　　　日程／2019年4月6日㈯�
　　　出席対象者／
　　　　�会長・幹事クラブ増強委員長（委員）、

会　長　挨　拶

例会記録
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融シリーズです。先週とはまた違ったお話が伺
えるのを楽しみにしておりました。本日も最後
までよろしくお願いいたします。

� 幹事　大久保利博
１．佐世保RC	 福田　金治さん
　�忌明けとご芳志をロータリー財団へ寄附のご
挨拶

２．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ･地区支援室	 島村　耕介さん
　�2019年1月末までのRIJO-FAQ配信履歴を以
下の場所にアップロードいたします。
　https://1drv.ms/f/s!Am5vZ-rEzAfog2aGg5
　inEix64hPr

３．RI第2740地区　ガバナー　福田　金治さん
　　米山記念奨学委員会
	 委員長　大家　和義さん
　�米山奨学生、世話クラブ･カウンセラー依頼に
ついてのお願い
　　申し出締め切り／2月20日㈬

４．RI第2740地区　ガバナー　福田　金治さん
　国際大会に出席される会員のお尋ね
　　日程／2019年6月1日㈯〜5日㈬
　　場所／ドイツ・ハンブルク

５．地区公共イメージ委員会
	 委員長　久保　泰正さん
　My�Rotary�アカウント登録トラブル解決法

６．RI第2740地区
	 ガバナーエレクト　千葉　憲哉さん
　�「クラブアンケート」提出に関して、重ねて
お願い
　　①2〜3月中にアンケートを実施
　　②4月中に集計され結果分析を提出要請
　佐世保RCは2月6日㈬配付、2月20日㈬集約

７．第5グループ　ガバナー補佐　山㟢　　弘さん
　　第6グループ　ガバナー補佐　森山　隆明さん
　　ホストクラブ
	 平戸RC　会長　渡邉　英二さん
	 東南RC　会長　平地　　誠さん
　�2018-2019年度インターシティー･ミーティング
開催のご案内
　　日時／2019年4月6日㈯　開会・点鐘15:00〜
　　会場／江迎文化会館
　　〔親睦会〕時間／18:00〜
　　　　　　　会場／サンパーク吉井

　　出席義務／
　　�　�会長･幹事･クラブ増強委員長(委員)･職業

奉仕委員会（委員）
　　�　�入会3年未満者（2019年1月1日㈫現在で3

年未満の会員）は、全員登録
　　登録費／6,000円

８．RI第2740地区　ガバナー事務所
　RI第2740地区ホームページ更新のお知らせ
　ホームページアドレス�http://www.d2740.org/

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　西田　勝彦
　松本英介さんより、ロータリー
財団の年次プログラム基金への
寄付をいただきました。

■ローターアクト委員会	 河原　忠徳
　2月9日㈯にローターアクト次
年度へ向けた会員拡大、活動計
画等についてのミーティングを
市内にて行う予定です。

■2019〜2020年度　ロータリー財団委員会
	 委員長　円田　浩司
地区補助金管理セミナー報告
　国際ロータリー第2740地区
2018〜2019年度地区補助金管理
セミナーが、2月3日㈰�12時半よ
り諫早のL&Lホテルセンリュウ
で開かれ、木村公康会長エレク
トと、有薗良太次年度幹事と私の3名で出席して
きました。また、地区から福田金治ガバナーと
増本一也地区幹事もご出席されていました。
　内容としては主にロータリー財団の補助金の
活用についてで、大きく分けて2つありました。
1つは地区補助金といわれるもので、これは各ク
ラブの事業に対して、主要目的や実施期間、支
出内容等の条件をクリアしていれば、事業にか
かる費用の半額を最大20万円補助するというも
のです。クラブで該当する事業が予定されてい
ない場合でも、今後各グループで事業を行う可
能性があるので、とりあえず参加資格認定覚書
を提出して欲しいとのことでした。
　もう1つは、グローバル補助金を活用した奨学
生の派遣についてで、実際に派遣された奨学生

幹 事 報 告

委員会報告
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：橋詰　文雄）
（カメラ担当：安部　雅隆）

の話を交えて説明がありました。しかしなが
ら、こちらも留学目的がかなり絞られていて、
審査もかなりの時間を要するようなので、この
奨学金ありきで留学するというのは難しそうで
すが、興味があられる方は事務局に資料があり
ますのでお問い合わせください。
　最後に千葉憲哉ガバナーエレクトから、来年
度の地区財団委員会の重点実施事項についてお
話がありましたが、全体を通して要点を絞った
コンパクトでわかりやすいセミナーであったと
思います。
　いずれにしても、財団への寄付がゼロのクラ
ブは、補助金が活用できないことになっていま
すし、補助金を活用するしないに関わらず、次
年度も各種の寄付のお願いをしてまいりますの
で、会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

	 朗遊会　坂元　　崇
『第3回朗遊会』開催のご案内
　2018〜2019年第3回目の朗遊
会を下記の通り開催いたしま
す。皆様ご参加宜しくお願いい
たします。
　日程／2019年3月2日㈯
　時間／11:15〜スタート
　場所／�佐世保カントリークラブ　石盛岳コース
　　　　TEL：0956-49-5654
　参加費／2,000円
　※�準備の都合上、2月20日㈬までに出欠のご
返信をお願いいたします。

	 親睦活動委員会　一瀬　伸彦
古賀　　巖	会長、大久保利博	幹事
廣瀬　章博	副幹事、福田　金吾さん
米倉洋一郎さん、安福　竜介さん
一瀬　伸彦さん、吉田　英樹さん
円田　浩司さん、松尾　文隆さん
筒井　和彦さん、木村　公康さん
前田　隆夫さん、赤木　征二さん
福田　金治さん、木下　貴夫さん
北野　慎司さん、増本　一也さん
川添　秀則さん、富永　雅弘さん
大神　吉史さん、橋詰　文雄さん

椎山　　昇さん、坂元　　崇さん
梅村　良輔さん、西田　勝彦さん
平尾　幸一さん、池田　真秀さん
河原　忠徳さん、有薗　良太さん
坂本　　敏さん、黒江　章雄さん
　新会員�小村英司さんの卓話に期待してニコニ
コします。

2019年2月
＊例会卓話者予定＊�

2月13日　㈱ユニバーサルワーカーズ�
　　　　（軍艦島コンシェルジュ）�
�　　　　��代表取締役　　　　久遠　龍史�様

2月20日　創立68周年記念例会（調整中）

　　　　��会員卓話� � 米倉洋一郎さん
　　　　　�　　　　 （㈲米倉鮮魚店　代表取締役社長）

2月27日　長崎国際大学�
�　　　　��ボルダリング選手　原田　朝美�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定（入試等対応のため）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

例会未定
（2月9日㈯�に会員拡大、活動計画等について

ミーティング開催）

＊�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� 本日合計� 　32,000 円

� 累　　計� 693,000 円

◇

朗遊会より

ニコニコボックス


