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本日の出席率７５.０％：会員数４６名・出席３１名・欠席１１名・出席規定免除会員（４）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１２名・出席規定免除会員４名

　本日は会長、 副会長が卓話を行

いますので挨拶では組織について

話しします。

　組織学はバランスのとれた社会

学、 政治学、 心理学、 経営学な

どによる学際的であることが重要です。 宗教を絶対として心理、

政治、 社会を武力で押さえればイスラム原理主義やもっと過激

なＩＳに発展し、 共産主義を前提にすれば政治、 経営、 社会、

心理から共産主義的資本主義となります。

　組織の中で最も強い団結は軍隊に在ります。 しかし、 軍隊に

も集団的自衛権下の日本と米国、 ロシアや中国の軍隊とでは実

働に大きな差があります。 この差は法律、 もしくはトップダウンの

体制の差です。 以前の高度成長期の日本企業もやや強い組織

と言えたでしょう。 しかし、 日本の企業組織はこの２０年間ほとん

ど敗退してきました。 国内法と海外法の違いだけでしょうか ?　９０

年代まで世界一の精密工学を誇った企業がたった一人のトップ

ダウンの組織に負け、 地に落ちたことも事実です。

　それらの中で奉仕組織であるロータリークラブは民主主義国家

以外の法下には属せず、 国内法では組織法の適応で、 刑事

罰はありませんので、 民主主義に生きるクラブ会員同士の親睦

を基準とし、 せめて 4 つのテストを守ろうという温和な規約の基

にあります。 決定権は理事会に在ります。 しかし、このロータリー

組織を世間の人はどう思っているのかを、 そして、 変遷する時

代にロータリー理念はどこに向かっていけばいいのかを、 ずっと

考えていきたいと思います。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 ありません。

２．来　　信　

・ガバナーエレクト事務所

      ①２０１５～２０１６年度地区関係予算。 地区組織図

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

本日入会されました有吉中君、 ご入会、 誠におめでとうござ

います。 心より歓迎申し上げます。 昼間は凄い雨でしたね。

長崎市内は避難準備、 雲仙、 島原地区は避難勧告。 熊本

県苓北 （天草） 地区は避難指示と各々に情報が発令させて

いました。 又、 昨日は時の記念日でした。 指山さん、 子供

の頃時計に囲まれていたから良いことがありましたか。

岡田文俊君

セルフボックスに植樹祭のポスターの紙袋を入れました。 袋

詰めを手伝ってくれた８８才の母に免じて、 よろしくお願いし

ます。

会員一同

有吉中君の入会を会員一同、 大歓迎致します。

新入会員の紹介

有吉中君

勤務先 ； 佐世保北病院　

役職 ； 院長

職業分類 ； 精神科医

家族 ； 夫人と二女、 一男

　昨年から佐世保に来させて頂きまして、 まだ半年ちょっとしか

経ってなく、 右も左もわからない状態なのですが、 今回ご縁が

あって佐世保中央ロータリークラブに入会させて頂きました。 是

非、 私でできることがあればお役にたちたいと思っております。

専門はもっぱら認知症を中心に診ております。 精神科医ですの

で皆さん若干、 敷居が高いと思われますが、 この頃の精神科は

怖いものではないので、 本山あたりの近くに来られたら、 いつで

も寄って頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

　　　②規定審議会のための陣頭分担金増額のお知らせ

　　　　1 ドル→１.５ドル

　　　③２０１５～２０１６年度地区クラブ奉仕部門委員会のご案内

　  ・平戸ロータリークラブ

      第３６回ＲＹＬＡ参加のお礼状
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本日の合計　　　　　 30,000 円

本年度の累計　　　 848,000 円

大久保厚司 会長

　２０１４～２０１５年度のＲＩ会長 ゲーリー

Ｃ・Ｋ黄 （ファン） 氏は 「ロータリーに輝

きを / Light up Rotary」 をテーマが全世

界のロータリークラブに報じられ、ＲＩ 第２

７４０地区ガバナー 宮﨑清彰氏は 「地域

に輝くロータリー」 の実践 。 あせらず、 無理せず、 感謝の気

持ちを持ち、 健康をモットーに地元のメディアにイべント情報や

記事を掲載して、 ロータリー活動の広報と会員増強を目標とし

ました。 佐世保中央ロータリークラブは 「貴方の輝くロータリー

ライフを / Your rotary life to glisten」 として、 輝くロータリーラ

イフをおくるには、 先ず、 ロータリーの根本である自分の仕事

の高い倫理基準を保つ為に価値観を見直し、 高潔な仕事に

育てることが人生基盤とクラブの親交と仕事優先を掲げました。

案の定、 円安はドル換算１０４円から１２５円と加速しています。

　クラブ活動内容について確認をします。 会員数は、 ６月に一

時的に４６名となりましたが、 １名の退会が有ったため、 結果４５

名を維持することになりました （実増２名）。 例会平均出席率 : 

７４％で、 前期２０１４年７月から１２月まで例会出席数は３１． ９５

人。 平均７６％ ( 出席免除会員３名の出席率 ７０． ５％ )、 後期 ２０１

５年１月〜６月までの例会出席数２９． ８６人、 平均７２％ ( 出席

免除会員４名の出席率 ７３． ６％ ) でしたので、 自社の企業は増

益したことでしょう。 ビジター ４０数名、 ニコニコ Box 収益金は８

２０,０００円。 友愛基金 ４０,０００円でした。

　外部卓話者 : 朝長市長、 国際青少年交換学生 ( 派遣） 芥川

圭一郎君、 宮原明夫ガバナー補佐、 宮﨑清彰ガバナー、 地

区職業奉仕委員 梶原亮謙氏、 地区国際青少年交換委員長 

佐古亮景氏、 地区米山奨学生 ( ハノイ ) ブイチティビックさん、

海上自衛隊佐世保地方総監部一等海佐 石橋督悦氏、 長寿

苑苑長兼佐世保中央病院泌尿器科医師 南祐三氏、 佐世保

青年会議所第６２代理事長 谷川辰巳氏、 佐世保商工会議所

青年部会長 吉野英樹氏、 長崎国際大学教授 細田亜津子氏、

サッカー元日本代表 松橋章太氏の１２名に外部卓話を依頼し

ました。

　

　クラブの事業予定と未達成を比較すると、 社会奉仕委員会は

施設等の慰問。 バザーの寄付は目標の１０万円集まり、 広島

市に送金しました。

　青少年奉仕委員会は 留学生 ・ 中 ・ 高校生のホームスティ支

援とＲＹＬＡ参加。 予定は中 ・ 高校生のホームスティ ( ショート

ステイ ) 支援は宮原ガバナーの目標の佐世保中央ロータリーク

ラブの世間への広報と十数名の子供たちに一度に短期間で、

 ■　１年間を振り返って　■

しかも３０万円程度の支援で日本を理解してもらうという点で提

案しましたが、 理事会で反対されました。 また、 ８月１７日から

フランスからの国際青少年交換学生の女子高校生を迎える準

備はほぼ整いました。

　国際奉仕委員会は近隣の国のロータリークラブや国内の他の

ロータリークラブへの訪問など友好関係の構築を掲げ、 グアム

の Sunrise RC と Tumon Bay RC を訪問し交流を深めました。 １

〜２年後には豪州コフスハーバーのデイ ・ ブレイクＲＣの姉妹

提携を前提とした視察をおこなう予定です。 ロータリー財団へ

の寄付は平均８９． ４Ｕ＄で６１Ｕ＄の不足。 米山記念奨学会

への寄付は４ ,０００円で１２ ,０００円の不足です。 ポリオワクチン

に遺伝子組み換え米の国産技術の広報を行いましたが、ＲＩま

では届きませんでした。

　職業奉仕委員会は自己職業に活かせる訪問研修。 クラブ定

款 ・ 細則の見直し、 社員招待映画例会を掲げ、 米軍横瀬基

地の訪問と LCAC に搭乗させて頂いきました。

　クラブ奉仕委員会は、 会員とその家族の親睦と増強のための

行事の遂行。 議事録 / 週報とＨＰとツィッター関連ではフェー

スブックを新たに開設し、 応用しています。 会報 ・ 出席委員

会は一番大変なことは私も経験しましたのでよく理解しています

が、 大変ご苦労様でした。 クラブ管理委員会は新入会員セミ

ナー３名について行う予定です。 会員増強委員会は純増３～５

名の増員を目標としていましたが、 現状は３名の新入会員と１

名の退会で２名に止まりました。

　世界の状況はソビエト崩壊、 湾岸戦争を経て、 イスラム原理

主義、 また、 １４億人の共産主義的資本主義の浸透や武力制

圧主義復活により一変しており、 ロータリーとしても時代に適し

た変遷が必要であると考えます。 人はロータリーをどう見ている

かについて自己満足集団といったイメージとりたてて、 「お金持

ちが自分の地位や名誉、 名声を高めたい、 自身を誇示したい

…と意識して入会を希望するといった組織。 さりとて、 イヤラし

い金持ちオジサンのお遊び団体にも見えませんが…会はメン

バーを擁して活動を行っているようですが…そこには、 地域レ

ベルにせよ、 功成り名遂げた人ならではの自己満足といった面

はどうしても隠せない気がします。 一般庶民から見ればキザで

クサいお歴々にしか見えないのも否定できません」という反応です。

　一年間クラブ会長を拝命して、 ロータリーという組織は 「自分

の職業を通じて社会奉仕を行う」。 このモットーは変わりゆく時

代に、 職種によっては自己消滅する会社も少なくないと思いま

す。 とりわけ奉仕組織であるロータリークラブは世界情報をもと

に人的な奉仕戦略を構築し、 実行できるクラブへ変遷し、 組

織の基本プロセス （コミュニケーション、 活力、 信頼） を今以

上に得る必要があるとこの一年、 会長という役目を通じて感じま

した。 例えば、 子供たちに 「高潔的に努力しようという人が、

また、 努力した人が、 その努力に見合った幸な生涯を過ごす

ことを基本とした人生づくり等、 宗教を超えた高潔な人の幸せ

に繋がる支援を奉仕していく理念が必要である」と実感しました。
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ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／６月１８日１２：３０～

次回献立／和食ミニ御膳

浅野訓一 副会長

　副会長としての一年間が過ぎようとして

います。 グアムのロータリークラブ訪問事

業など、 皆様方のおかげで大変楽しい

一年間でした。

　さて、 本日は、 １０分程度の時間をいただいていますので、

副会長としての最後の務めとして、 会員の皆様へ役に立つお

話をしようと思います。

　タイトルは、 配布しております資料の通り、 「介護への備え」

です。 会員自身の備えはもとより、 ご両親の介護への備えが

重要です。 一番重要な日常の備えは、最初に書いている通り、

「かかりつけ医を持つ」 ということです。

　現在の厚労省の方針としては、 これまで長年にわたり社会保

障費の抑制策を打ってきましたが、 このままでは今の体制が維

持できないということで、 平成２５年８月の 「社会保障制度改革

国民会議」 の最終報告を受けて、 「持続可能な社会保障制度

の確立」 を図るために次々に法律の整備とそれに伴う制度改革

を打ってきています。

　既に数年前から、 制度上、 急性期病院に直接かかることが

難しくなってきました。「かかりつけ医」からの「紹介状」がないと、

例えば佐世保中央病院の場合、 ４千円程度のお金を別に徴

収されますし、 救急の場合は別として、 いきなり佐世保中央病

院に行っても予約の患者さん優先のため診てもらえないという

場合もあります。 これは、 「かかりつけ医」 は 「一般診療」 を

受け持ち、「急性期病院」は「専門的な外来診療」と「入院診療」

を受け持つという機能分担ができているからです。 ですから、

日常の備えとして一番大切なことは、 「かかりつけ医」 を持つと

いうことです。

　次に資料の２番目に書いていますが、 病院はもとより、 老人

保健施設にも長く入院できない時代になったということです。

急性期病院の平均入院日数は、 今２週間程度です。 これを更

に９日程度に短縮しようとしています。 回復期リハビリテーション

病院は数か月の入院、 老人保健施設は 「在宅療養を支援す

る施設」 という位置づけです。

　がんの末期でさえ、 在宅療養を勧められます。 それには、

訪問診療をしてくれる 「かかりつけ医」 と訪問看護ステーション

の利用が必要です。

　最後に資料の３番目に書いている介護保険サービスの活用で

す。 これをうまく利用するためには、 「質の高いケアマネジャー」

を選択することが重要です。介護保険サービスについては、「佐

世保市介護保険サービスガイド」 がネットで参照できますので

ご覧ください。
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