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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　皆さま、本日も寒い中多数ご
出席いただきありがとうござい
ます。
　先週の長寿祈願祭並びに祝賀
会には、さらに厳しい寒さの中
でしたが、多数の会員の皆さまが集い、9名の
皆様の賀寿のお祝いと、長寿祈願ができたこ
とを有難く感謝しております。
　さて、一昨日1月30日㈪に、佐世保学園にお
招きを受け、佐世保ロータリークラブを代表
して感謝状を拝受いたしましたのでご報告い
たします。佐世保学園は、第二次世界大戦後
に旧海軍の施設を改修して設置された73年の
歴史をもつ少年院です。佐世保ロータリーク
ラブでは、長年にわたって少年の矯正教育に
貢献するべく、意見発表会での表彰を行うな
ど支援活動を継続して参りました。この佐世
保学園が、令和5年4月1日をもって閉庁となる
ことが決定したことを受けて、この度、感謝
状を拝受してきた次第です。当日は西日本新
聞社佐世保支局長の庭木香充さん、そして長
崎新聞社さんからも記者さんが取材に来られ
ていました。詳しい記事にて報道していただ
き、佐世保ロータリークラブの社会貢献活動
について、公共イメージを高めることにご協
力をいただきました。有難く感謝しておりま
す。
　なお、佐世保学園では、「佐世保学園パネル
展」～九十九（つくも）73年の感謝を込めて

～と題して、2月28日㈪までの間一般公開され
ています。土日祝日を除く平日の午前9時～11
時／午後1時～4時まで開催です。（2月18日㈯、
19日㈰は同時間公開されます）
　写真展は、風光明媚な佐世保湾の奥に位置
する佐世保学園の中に、収容された少年たち
が生活していた施設を会場として設営されて
います。これまでの歴史を写真パネル展とい
う形で見ることができます。この機会に訪れ
てみてはいかがでしょうか？

　ここで、本日11時より、第8回理事会を開催
しましたので、ご報告いたします。まず、親

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 43名・欠席 30名・（免除者欠席 10名）・ビジター 0 名・出席率 58.90 ％

《 1月18日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 44名・欠席 29名・（免除者欠席 12名）・メークアップ 2 名・修正出席率 75.40 ％
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睦活動委員会より、3月29日㈬開催予定の観桜
例会についてご提案いただき、協議を行いま
した。ホテルオークラJRハウステンボスを会
場に準備を進めていただいております。また、
令和4年12月17日に開催した忘年家族会につ
いて収支報告をいただき承認されました。
　また、クラブ管理運営委員会より2月及び3
月の例会プログラムについてご提案いただき
承認されました。特に2月15日㈬の創立記念日
例会につきましては、安部直樹パストガバナ
ーに記念講演卓話をお願いしております。こ
の日はお料理についても、レオプラザホテル
様に創立記念日にちなんだグレードアップを
お願いしております。

　最後になりましたが、本日は、長崎県メデ
ィア安全指導員　森田久美子様をゲストにお
迎えし、卓話をお願いしております。皆様ど
うぞよろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　佐々町青少年健全育成会　会長
　長崎県メディア安全指導員　森田久美子 様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.国際ロータリー日本事務局　財団室
　財団室NEWS 2月号

2.緒方信行ガバナーエレクト事務所
　2023-2024年度地区運営に関するアンケート

3.大村RC	 会長　小又　三正	さん
　事務局交代のお知らせ
　2023年3月1日より
　現）事務局員　古市　陽子 さん
　新）事務局員　渕山　恭子 さん

4.福岡RC	 会長　西高辻信良	さん
　90周年記念事業実行委員長
	 本田　正寛	さん
　創立90周年記念例会及び祝賀会のご案内
　日時：4月19日㈬
　　　　記念例会 17時～　祝賀会 19時～
　会場：西鉄グランドホテル

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　安福　竜介
　先週、1月25日に開催いた
しました長寿祈願祭・祝賀会
におきましては、10年に1度
と言われる大寒波の中で開催
そのものが危ぶまれました
が、祈願祭におきましては、八幡坂にまだ
薄氷が残る中、中村会長を始め参加可能な
12名の会員で、今年度の賀寿者9名の方々の
健康長寿を祈願してまいりました。
　また、夜の祝賀会においては状況も改善
され、当初の予定通り52名のご参加で無事
執り行うことが出来ました。
　今年度9名の賀寿者の方々の、今後ますま
すのご長寿、ご発展を祈念して報告と返さ
せていただきます。ありがとうございまし
た。

■職業・社会奉仕委員会	委員長　坂根　　毅
　大阪鋼管をメインの仕事と
しておりますが、関連会社で
リンガーハットを大野、イオ
ン大塔で経営。オンライン社
会の子供たちをリアルでの舌
鼓の打ち方を教えるのが私の使命と思って
おります。
　3月28日㈫キッザニアへのバスツアーイベ
ントの再告知です。まだ出欠のお返事を。
　私自身、20代のときに、後を継がないと
言ってましたら、結婚披露宴の際に新郎父
の挨拶でやっつけられました。お子さんや
お孫さんが後を継いでくれるか心配な方は
キッザニアが良いきっかけになるかもしれ
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ません。
　増本石油のナノゾーンコートを施した西
肥バスで安全にご参加いただけます。多数
のご参加を引き続き受け付けております。

クラブ協議会会計報告
	 会計　筒井　和彦
・上期決算報告

ニコニコボックス
親睦活動委員会　米倉洋一郎

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、庭木　香充 さん
橘髙　克和 さん、中島　　顕 さん
福田　金治 さん、永瀬　徳豊 さん
田中丸善保 さん、船越　　温 さん
坂根　　毅 さん、納所　佳民 さん
　長崎県メディア安全指導員 森田久美子様
の卓話に期待してニコニコします。

井上　斉爾 さん
　長寿祈願祭、祝賀会ありがとうございま
す。

筒井　和彦 さん
　先週の長寿祈願祭・祝賀会では、還暦を
迎えた賀寿者として名前を加えていただき、
まことにありがとうございました。
　当日は大雪のため佐世保に来ることがか
なわず、申し訳ありませんでした。

◇
ニコニコボックス 本日合計 15,000円
 累　　計 641,000円

卓　　　　話
「オンライン社会の子どもたち

〜私たち大人ができること〜」
佐々町青少年健全育成会　会長

	 長崎県メディア安全指導員
森田久美子	様

　スマホ・ゲーム機などネッ
トに接続の有無によってリス
クは異なり、今の子ども達は
安易にSNSを通じて個人情報
などを発信している。SNSを
起因とする事犯の被害児童数は年々増加し
ていて、令和3年度1812人。その被害児童が
被 害 の 元 と な っ た ア プ リ は、Twitter、
Instagramが大半を占めていて、長崎県警少
年課において令和2年以降サイバーパトロー
ルでの注意喚起・警告を出したのは413件、
また、被害者1812人が被害となったSNSの
情報発信者は、ほとんどが被害児童からの
発信が元となっていて、援助交際、出会い
系（自画撮り下着姿や裸）、オンラインゲー
ムなどで犯罪被害に遭っている。そしてそ
の被害者の9割は、フィルタリングの利用が
なかった。フィルタリングは、未成年者が
スマホの利用者の場合、保護者はフィルタ
リングをすることが育成条例での義務付け
となっている。しかし罰則を伴わない為フィ
ルタリングを外しているのが現状。重要犯
罪被害者141人のうち86件は略取誘拐となっ
ているが大半は、SNSでなりすまし、年齢
詐称、家出や誘い出しに乗ってしまい犯罪
に巻き込まれたもの。児童ポルノ事犯では
被害児童の低年齢化が進んでいる。
　コロナ禍での自粛期間でのオンラインで
画面と向き合う時間が増えてしまった子ど
も達。子ども達がオンラインで誰と繋がっ
て何のために使っているかを保護者は、大
人は、知っておく必要がある。子ども達に
とってのネット・ゲームの世界は、大人に
制限されず自己実現の場、自己肯定の場、
多様な人との交流、社会のルールや体験す
る場、アイデンティティ、一人の人間とし
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て認められる場になっていて私たち大人が
小さいころにやっていた鬼ごっこやかけっ
こなどの群れ遊びを子ども達はネット上で
体験し、溜まり場となり居場所になってい
るのではないか。
　オンライン社会が子ども達の心身に与え
る影響は大きい。子ども達の視力低下。視
力1.0未満の子ども達が増加。長時間小さい
画面を見続けることで起こる急性内斜視の
増加。
　ゲーム障害とは、オンラインゲームなど
にはまり生活の中心がゲームとなり普通の
生活が送れなくなる状態が1年以上ある場合
をいう。長時間ネット利用がある場合、脳
の細胞が増えず感情のコントロールができ
ずキレやすくなる。また、昼夜逆転、朝起
きられなくなる起立性障害、不眠など不登
校増加の原因にもなっている。
　「スマホでの子育て」乳幼児のスマホ依存
が急増。スマホが無いと泣き止まないなど
深刻。
　スマホ依存は、乳幼児においては脳が壊
れる、脳が育たないので言葉の遅れや発達
障害に似た症状が出ている。そんな子ども
達が、今、小学生となっていて、授業に集
中できず荒れた教室が増加しているのも確
かである。時代の流れに流されずスマホや
電子機器に頼らない子育てを望む。
　ご清聴ありがとうございました。

＊今後の例会予定＊ 
 2月 8日 西海みずき信用組合　地域振興室
 副室長　西信　好真 様
　　15日 創立記念日例会
 パストガバナー　安部　直樹 さん
　　22日 新会員卓話　梅村尚一郎 さん
 （㈱梅村組　代表取締役社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊ 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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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

（今週の担当：中村　真弥　カメラ担当：中島　　顕）

記念品贈呈

賀寿者挨拶
傘寿 大神邦明 さん

乾杯
安部直樹 さん

司会
岩崎正俊 さん

万歳三唱
前田真一 さん

長寿祈願祭・祝賀会 【米寿】井上斉爾さん　　【傘寿】大神邦明さん
【喜寿】梅村良輔さん　　【古希】加納洋二郎さん、松尾文隆さん
【還暦】芹野隆英さん、筒井和彦さん、大久保利博さん、大塚隆夫さん

2023年1月25日㈬ 〔祈願祭〕11:00 亀山八幡宮　〔祝賀会〕18:30 ホテルフラッグス九十九島


