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本日の出席率７５.５６％：会員数４５名・出席３１名・欠席１１名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター１０名

前々回の修正出席率１００％：出席３３名・メークアップ９名・出席規定免除会員２名

　本日は第６グループ 宮原明夫ガ

バナー補佐の訪問例会となってお

ります。

　脳神経のご専門の前で恐縮で

すが、 前回のＥＱに続き、 今回は

「脳の機能」 のお話しさせて頂き

ます。 脳には５つの連合野の働き

があり、 体を動かす指示をする 「運動連合野」、 感覚情報を分

析し、 空間を認識する 「頭頂連合」、 視覚、 言語機能など視

覚情報からより有用な情報を引き出す 「後頭連合野」、 形の認

識、 記憶、 聴覚などの中継となる 「側頭連合野」 および 「前頭

連合野」 で構成されています。 また、 右脳は話すこと、 音楽、

表情や絵画の構成など姿勢やバランスを保ち、 左脳は計算、

声や音の認識、 会話、 読み書きなど運動脳として働きます。 ヒ

トとして最も重要な分野が 「前頭連合野」 で思考・学習・推論・

意欲 ・ 情操 ・ 理性 ・ 表現などのヒト特有の知性、 感情、 意志で

人間らしさを司ります。 脳全体に占めるこの部分の割合はヒトで

２９〜３０％, チンパンジー１７％、 犬７％、 猫３.５％、 ネズミ１％と

報告されています。

　一般的に、 この前頭連合野が機能していないヒトは攻撃的な

傾向になり、 衝動性や自己抑制の欠落、 異常な感情表現、 行

動抑制不能、 幼児性などの特徴となります。 また、 家庭や周囲

環境において乳児期の長期の脳髄膜炎で知覚、 運動、 記憶

障害等いずれかがみられることがあります。 肉体的 ・ 精神的虐

待、 育児放棄、 トラウマなどの問題下で育つと、 左脳の運動野

の機能が低く、 言語的能力、 論理的能力も小さく、 また、 大脳

新皮質も健常者と比べると低くなり、 犯罪傾向になるとの報告も

あります。 小学入学時に注意欠損 ・ 多動性障害 (ＡＤＨＤ) が３

〜７％程度との報告もうなずけます。ＥＱ向上とはこの分野をより

発達させることを意味します。

　殺人犯 ( 特にサイコパス ) の脳は、 睡眠中の脳の状態のように

知覚皮質が機能しておらず、 人の迷惑を全く考えずに行動する

と報告されていますし、 前頭連合野は正常機能でも扁桃体に異

常がある場合 ( 抑制が効かない ) の殺人も報告されています。

違法 ( 危険 ) ドラッグも作用中は似た様な作用だと思われます。

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

また、 犯罪者の脳の調査で左右非対照、 傷、 のう胞等、 さま

ざまな障害が健常者の４２〜５０倍と言われています。 これらは

脳の病気のひとつですが、 当然ながら、 被害に遭うのは健全者

です。

　脳の機能回復も少しずつ研究されています。 例えば、 自殺傾

向にある鬱病はセロトニン不足や脳の扁桃体の興奮によります

ので、 セロトニン投与や脳２５野の磁気刺激で前頭前野背外側

部を活性化し、 血流を良くすることで５０〜７０％の回復率が報

告されており、更なる 「脳の病気」 への研究解明が待たれます。

　幼少期より子供の行動や感情変化に気付いた場合、 精神科

医や脳の FＭＲＩ機能検査 ( 未だ検討中 ) 等の幅広い診断をお

こない、 脳障害が判明したら、 迷わず脳の健全な成長に必要

な手段をとる必要があります。 未だメディアは現状報告や罰則

に関した報道だけで、対処する法制化がなされていません。 ロー

タリーでもこの 「脳機能の正常化」 を訴える時代を築きたいもの

です。 そうすることで重篤なテロリストや犯罪が減少する可能性

があります。

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　   　　太田　博道様

佐世保北ロータリークラブ　 大鳥居　宏様 ・ 中井　康晴様                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　   森　     豊 様 ・ 峯　  徳 秀 様         

　　　　　　　　　　　　　　　　　 平石　晃一様 ・ 鳥越　敏博様

　　　　　　　　　　　　　　　　　 小川　一貴様 ・ 藤井　良介様

　　　　　　　　　　　　　松尾辰二郎様　　　　

１．例会変更

　　 北松浦ロータリークラブ

８月５日 （火） １２：３０→８月９日 （土） １８：３０～

夏季家族懇親会のため

　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

８月１９日 （火） １２：３０→１８：３０～

ホテルオークラＪＲハウステンボス　納涼例会のため　　
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宮原明夫第６グループガバナー補佐

　今年度ＲＩ２７４０地区第６グループのガ

バナー補佐を拝命しました佐世保北ＲＣ

の宮原明夫です。ＲＣ入会１８年目の若輩

で浅学菲才ではありますが、 １年間一生

懸命頑張るつもりですのでどうぞ宜しくご

支援いただきますようお願い申し上げます。

　

　公式訪問は、 今回のクラブ協議会および８月２１日の宮崎清

彰ガバナー公式訪問を含め年間４回を各クラブとも予定してい

ます。

　

　佐世保中央ＲＣは佐世保北ＲＣがスポンサークラブであり松尾

辰二郎会員が拡大補佐をされたいきさつから日頃よりゴルフを

はじめとして親しくお付き合いをさせていただいています。 創

立が貴クラブが１９９０年で佐世保ＲＣが１９８４年ですから６年し

か離れておらず、 親子と言うより兄弟と言った感じですのでこれ

からもお互い切磋琢磨して頑張って行きましょう。

本日の合計　　　　   50,000 円

本年度の累計　　  195,000 円

宮原明夫ガバナー補佐訪問例会

  ■ 第２回クラブ協議会 ■

ＲＩ２７４０地区第６ガバナー補佐 宮原明夫様

今年度第６グループガバナー補佐を拝命しました宮原明夫

です。 一年間どうぞよろしくお願い致します。

佐世保南ロータリークラブ　太田博道様

２週間連続でお邪魔します。 回数券をつくりましょうかという

オファーをいただきました。 謹んでお受けしたいと思います。

佐世保北ロータリークラブ　松尾辰二郎様

宮原ガバナー補佐は当佐世保北ＲＣのホープであり、 将来

ガバナーにしたい、 いやなってほしい人物であります。 この

一年、 一生懸命いろんな事を学びたいと本人も言っておりま

すので、 厳しいご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

話は大変上手です、ただ、少し長いのがたまにキズです。 （私

より長いかな）

佐世保北ロータリークラブ　大鳥居宏会長・中井康晴幹事・

森豊様・峯徳秀様・鳥越敏弘様・平石晃一様・小川一貴様・

藤井良介様

皆様こんにちは。 本日は宮原ガバナー補佐訪問の応援に、

同行者大勢でお邪魔致しました。どうぞ一年間宮原ガバナー

補佐に御支援の程、よろしくお願い致します。 貴クラブの益々

の発展と大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事をはじめ会員

皆様の御健勝をお祈り申し上げます。

大久保厚会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

夏本番、 昨日は佐世保で気温が３５ .５度、 大村では３７度と

異常な暑さです。 こまめに水分補給をいたしましょう。 第６グ

ループ宮原明夫ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。 本

日は当クラブへのご指導をよろしくお願い致します。

　　 佐世保東ロータリークラブ

８月２８日 （木） １２：３０→８月２３日 （土） １８：３０～

ホテルオークラＪＲハウステンボス

納涼家族会のため

　　　佐世保西ロータリークラブ

８月２６日 （火） １２：３０→８月２４日 （日） １８：３０～

　　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　納涼例会のため

　　≪例会休会≫　定款第６条第１節により　

　　　８／１２ （火）：北松浦ＲＣ、 ハウステンボス佐世保ＲＣ

　　８／１３ （水）： 佐世保ＲＣ、 佐世保東南ＲＣ　
　　 ８／１４ （木）： 伊万里西ＲＣ、 佐世保東ＲＣ

　　８／１５ （金）： 佐世保南ＲＣ

　
２． 来　　信

・国際ロータリー日本事務局

　８月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１０２円

・ガバナー事務所より

　社会奉仕事業アンケートのご協力依頼

溝上純一郎君

誕生日祝い、 ありがとうございました。

野村和義君

宮原ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎申し上げます。 又、

佐世保北ＲＣの数多いご来訪に感謝申し上げます。 中井幹

事と峯副幹事コンビの一年間のご活躍をお祈り申し上げます。

川島千鶴君

昨日、 ビジネスマナーのサービス接遇準１級の合格通知が

届きました。 夏祭りのインベント目白押しの中、 ８月末の２学

期から聖和へ週一回講師へ行ったり、 佐世保刑務所からの

紹介で佐世保学園にも指導に行くことになりました。 心のあり

方、 人間コミュニケーションと頑張っていきたいと思います。

芥川圭一郎君

母校、 長崎海星高校が３年ぶり１７回目の夏の甲子園のキッ

プを手に入れました。 又、 翔一郎が無事にインディアナポリ

スに到着しております。

会員一同

ＲＩ２７４０地区第６グループ宮原明夫ガバナー補佐の御来訪

を、 心より歓迎申し上げます。
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　さて、 今回は初回と言うこともあり簡単に自己紹介させていた

だきます。 １９９７年 （平成９年） に佐世保北ロータリークラブに

入会させて頂き今年で１８年目になります。２００６年（平成１８年）

に幹事、 ２０１年 （平成２２年） に会長を務めました。 貴クラブ

の田雑豪裕会員とは幹事・会長とも同期でお世話になりました。

職業分類は 「精神科病院」 で、 藤原町で精神科病院を開業

しています。 出身は佐世保市ですが、 中学校から市外に出た

ため、 長崎大学医学部の精神科教室を退局して平成７年に佐

世保に戻ってきた時には知り合いはほとんどいない状況でし

た。 そんな時、 ロータリークラブに入会させていただき、 同業

者以外の多くの職種の方々とお知り合いになれ本当に良かった

と感謝しています。平成２１年からは父の跡を継いで院長となり、

日々地域医療の充実のため微力ながら頑張っています。

　さて、 本題に戻りますが、 今年度のゲイリーＣ.Ｋ. ホァンＲＩ会

長は、 中国生まれの台湾育ちということもあり孔子を 「元祖ロー

タリアン」 とたとえています。 そして、 孔子の 「なにもせずに不

平を言っているだけでは何も変えることはできない。 ひとりひと

りが１本のろうそくをともすことによって世界を明るく照らすことが

できる」 といった言葉を引用、今年度のＲＩテーマを 『ロータリー

に輝きを』 としました。 即ち、 ロータリーの奉仕を人々と分かち

合い、 クラブをより強力なものとし、 地域社会でロータリーの存

在感を高めることで、 『ロータリーに輝きを』 もたらしましょうとし

ています。

　ＲＩ２７４０地区の宮崎清彰ガバナーはこのＲＩのテーマを基に、

地区のテーマを 『地域に輝くロータリー』 とされ、 ご自身が昨

年に大病をされたこともあり、 「あせらず」 「無理せず」、 「感謝」

と 「健康」 を地区運営方針の基本とされました。 そして、 地区

の具体的な目標として、①ロータリーデーを設ける、②純増２名

以上の会員増強、③ロータリー財団への年次寄付目標 ： 一人

平均１５０ドル / 年間、④米山記念奨学会寄付目標 ： 一人平均

１６,０００円 / 年間を挙げておられます。 佐世保中央ＲＣの大久

保厚司会長もクラブスローガンを 「貴方の輝くロータリーライフ

(Your rotary life to glisten)」 とされ、 本田実幹事をはじめとし

て会員の皆様の力を借りて、 きっと地域に輝くすばらしいロータ

リー活動を推進されると信じています。

　我々ガバナー補佐の主な役割は、 担当クラブが効果的に運

営されるようサポートすることによって、 ガバナーを補佐すること

です。 ガバナーの地区運営の基本方針をよく理解し、 かつ担

当の各クラブの伝統と個性も尊重しながら、 １年間、 宮崎ガバ

ナーと各クラブの橋渡しになれればと考えています。 佐世保中

央ＲＣのこの１年が今まで以上にすばらしい１年になることを祈

念しましてガバナー補佐としての最初のご挨拶とさせて頂きます。

ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／８月９日１８：３０～

納涼例会／海の駅 船番所
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