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本日の出席率８２.９３％：会員数４３名・出席２９名・欠席７名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.５％：出席２７名・メークアップ１０名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 ４月になりま

した。 新年度の始まりです。 月日

の経つのは早いものだと思いま

す。 ３月の年度末から４月の年度

始め。 人や物が転勤、 就職等で

移動する時期です。日本やインド、

イギリス、 カナダは３月３１日が年

度末ですが、 世界ではアメリカ、

タイは１０月から９月が年度末、 ヨーロッパ、 中国、 韓国、 ロシ

アは１月から１２月が会計年度末です。 日本も明治初年は旧暦１月

から１２月でしたが、 大蔵省が明治２年７月８日設置され会計年

度は新米の収穫後に合わせて旧暦１０月から９月になりました。

明治６年からは旧暦から新暦への変更に合わせて１月から１２月に

変更され、 明治８年には７月から６月に地租の納期に合わせ実

施されました。 現在の会計年度になったのは明治１９年４月から

です。

　さて、 日本では４月に入学が当たり前ですが、 これは日本独

特の文化です。 明治時代は当初、 高等教育では西洋に倣い９月

入学でしたが、 政府が富国強兵政策により政府の会計年度に

合わせ、 又、 軍隊の入学届開始に会わせ小学校や師範学校

の入学時期がその影響で４月になり大正時代には高校や大学も

４月入学になりました。

現在、 世界の入学式は

１月　　　　シンガポール

１月～２月　オーストラリア　　ニュージーランド

３月　　　　韓国

４月　　　　日本

５月　　　　タイ

６月　　　　フイリピン

９月　　　　アメリカ　カナダ　イギリス　フランス　ベルギー

　　　　　　 トルコ　モンゴル　ロシア　中国

共通点として、いずれも夏休み明けから新学年がスタートします。

南半球のオーストラリアやニュージーランドは季節が逆なので、　

やはり夏休み明けです。 シンガポールやタイは定夏なので乾季

や雨季の休み明けで一番長い休み明けです。 韓国は休み明け

の３月です。 会計年度も入学式も世界各国それぞれです。

１．例会変更
　　 佐世保東ロータリークラブ

４月１４日（木）→４月１３日（水）１８：３０～
　　　　場所 ：ファーストイン早岐　　＊夜の例会の為　

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局
　２０１６年４月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１１６円

・（公財）米山梅吉記念館
　春季例祭のご案内、 賛助会員入会のお願い

　館報春号の送付

・ガバナー事務所
　①青少年交換学生オリエンテ―ションのご案内

　　 日時　４月１７日 （日） １４：００～１７：００

　　 場所　本経寺　書院

　②「新入会員研修会」 のお知らせ

　　 日時　５月８日 （日） １３：００～１６：００

　　 場所　東彼杵町総合会館

・ガバナーエレクト事務所
　①２０１６～１７年度クラブ米山奨学委員長セミナーについて

　　 のお願い

　②２０１６～１７年度地区会員増強委員会委員推薦のお願い

    ・長崎ロータリークラブ
　第３７回ＲＹＬＡ登録のお願い

　・佐世保ロータリークラブ
　２０１６～１７年度第１回佐世保市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会議事録

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　第８回佐世保市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

　日時　５月１７日 （火） １８：３０～

　場所　インターナショナルカフェ

３．依頼・伝達　

・ 次回４月１４日の例会は釜山蓮山ＲＣ公式訪問の為、 休会

　です。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保北ロータリークラブ　　 　　　　　　  富田　耕司様
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本日の合計　　　　    10,000 円

本年度の累計　　　  687,000 円

■ 新入会員卓話 ■

松田 啓伸君　
◆社会福祉法人 民生会について
社会福祉法人とは？
　特別養護老人ホームや障害者施設、

保育園、 児童養護施設など福祉を幅広

く担う法人。 約２万法人あり。 約１６万カ

所の福祉施設の約４５％を運営する。 福祉を担うための公共性

の高い法人と位置づけられ、 利益を目的にしない非営利団体

になっている。 代わりに補助金や非課税などの優遇を受けて

いる。

株式会社との違い
・営利 （株式会社） か非営利 （社会福祉法人） か

・ 事業内容が社会福祉に関する事業に限定されているか否か

最大の特徴は法人税が一部を除き非課税という点

　

運営について
・ 高齢者福祉…介護保険法

・ 障害者福祉…障害者総合支援法に基づき運営

収入について
国や都道府県 ・ 自治体が一定割合を負担し、 かつ、 施設利

用者にも一部本人負担がある。 これらの収入源は、 自治体を

通じて各法人に下りてくる。 収入源は、ほぼそのほとんどが 「公

費」。 税金であったり、 介護保険料。

概要
名称　　 社会福祉法人民生会

設立　　 平成元年４月２８日

所在地　北松浦郡佐々町松瀬免１０９－２

社員数　１２１名

民生会理念
「私心を捨てて、 世のため、 人のため、 社会に尽くすよう努力

する」

「日々の創意工夫こそが、 真の創造と成功を生む」

民生会六つの精進
一、 誰にも負けない努力を日々続ける。

一、 素直な心で謙虚にして驕らず。

一、 反省のある毎日を送る。

一、 生きていける事に感謝する。

一、 善行利他行を積む。

一、 常に前向きな人生を心がけ、 悩みや心配ごとを深く考え

　　　ず前進する。 　

佐世保北ロータリークラブ　富田 耕司様
久し振りのメイクアップです。 会長、 幹事に挨拶を受けまし

たので、 ニコニコします。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様こんにちは。 昨夜からの強風で桜も風吹となり見事散っ

てしまったようです。 さて、 本日の卓話は 「新入会員卓話」 

松田啓伸君です。 折しももカンボジアからの帰国ほやほやで

その話もたっぷりとして頂けるそうですので、 皆様ご清聴をよ

ろしくお願いします。

大久保 厚司君
カウンセラーの大久保です。 スルさんをよろしくお願いします。

四元 清安君
３月の結婚記念日の花、 ありがとうございました。 ３１回目になり

ます。

宮﨑 祐輔君
５７才の誕生日は、 台風並みの嵐の音で目が覚め、 波乱の

幕開けとなりました。 誕生祝いありがとうございます。

平岩 義明君
いよいよ明日、 明後日、 佐世保の大イベントが始まりますイ

ベント名夢市です。 詳しいことは井上さんに聞けばわかりま

す。 よろしく。

芥川 圭一郎君
久し振りに甲子園に行ってきました。 海星、 ベスト８やりまし

た。

大久保 厚司直前会長（奨学生カウンセラー）
　地区の米山奨学生を４月より当クラブでお世話をすることにな

りました。 よろしくお願いします。

奨学生 ： 　金　スルギ （韓国）

奨学期間 ： ２０１６/４/１～２０１７/３/３１

学校名 ： 長崎国際大学 学部課程

　　　　　　国際観光学科専攻

宮﨑 正典国際奉仕委員長
　４月１４日 （木） ～４月１６日 （土） の２泊３日で釜山蓮山ＲＣ

公式訪問に８名で参加します。 姉妹クラブ締結調印など大切

な事業がありますので、 頑張って行ってきます。

岡 光正次期幹事
　２０１６～２０１７年度の組織図ができました。 山瀧次期会長を

男にして頂く御協力をお願い致します。
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〇サービスの内容
生活介護　定員　４５名

常に介護を必要とする人に、 昼間、 入浴、 排泄、 食事の介

護等を行うとともに、 創作的活動又は生産活動の機会を提供し

ます。

活動内容 ： 飼育班 （小動物世話）　　農園班 （軽作業）

　　　　　　　 館内清掃班 （施設内清掃等）

　　　　　　　 機能回復班 （重度者対象）

就労継続支援Ｂ型　定員　１５名

一般企業等での就労が困難な人に、 働く場を提供するととも

に、 知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

活動内容 ： 養鶏　農業活動

施設入所支援　定員　６０名

施設に入所している人に、 夜間や休日、 入浴、 排泄、 食事

の介助等を行います。

グループホーム
共同生活援助事業（グループホーム）とは
地域社会から遠く離れた施設の中で障がいがある方々を多数

集めて生活を送る時代が長く続いて参りました。 このような 「普

通の場所ではない生活」 から私達と同じ場所での 「普通の場

所での生活」。 いわゆる地域社会で暮らすことが普通の環境で

あって、 障がいのある人たちも 「グループホームで暮らしたい」

という思いを強く持っておられます。 利用者のニーズも多種他

称であり、 「一人で暮らす」 「結婚したい」 「仲のいい仲間と一

緒に暮らしたい」 「アパートでの暮らしがしたい」 など、 ライフス

タイルも様々です。 利用者が地域で暮らすことを支援するのが

グループホームの役割であり、 世話人や生活支援員が日々利

用者の援助を行っていきます。 グループホームは入居者の家

であり生活の場です。 職員の考えを押し付けるのではなく、 自

分の考えを尊重することが重要となってきます。 利用者があり

のままの姿が出せる暮らしの場を提供していかなければなりま

せん。

利用者のニーズに応える
生活する移住環境や職員体制など、 利用者ニーズに応えるた

めの環境整備を行っております。

・ 「世話人宿泊型グループホーム」

夕方１７ ： ００～翌朝９ ： ００まで世話人が常時滞在する

・ 「世話人見回り型グループホーム」

世話人が一日の中で１、 ２回見回る

・ 「アパート型グループホーム」

アパートの１室で一人暮らしの気の合う仲間と生活する

多機能型事業所　ほがらか会館
< 生活介護事業 >
〇利用対象者

障がい程度区分３以上の認定を受けている方

（５０歳を迎えている方は障がい程度区分２でも利用可）

〇事業内容

障がいを持っておられる方が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、 入浴 ・ 排泄及び食事の介護 ・ 創作的

な活動又は生産活動の機会等の提供をしていきます。

< 自立訓練（生活訓練）事業 >
〇利用対象者　

地域生活を営む上で、 生活能力の維持、 向上等のため一定

期間の訓練が必要な知的 ・ 精神障がい者

有期限で２年間、 最長３年間

〇事業内容
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／４月２１日１２：３０～

次回献立 /和食・唐揚げ甘酢餡かけ、しらす御飯

障がいを持っておられる方が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、 生活能力の維持、 向上のために必

要な支援、 訓練の場を提供していきます。

施設概要

事業所名　　　  多機能事業所　オンリーＯｎｅま心

　　　　　　　　　  就労継続支援Ａ型 ・Ｂ型

利用定員数　   就労継続支援Ａ型　１０名 （現１６名）

　　　　　　　　    就労継続支援Ｂ型　１０名 （現１０名）

職員勤務時間　６ ： ００～１７ ： ３０ （二交代制）

生産活動内容  法人事業職員 ・ 利用者への食事の提供

　　　　　　　　　　昼夕宅配サービス事業の運営

障がいがあっても身近な地域で社会生活を送るために、 「障

害者雇用促進等に関する法律」 に基づき、 就業に伴う日常

生活、 社会生活の相談支援を行い障がいのある方の自立 ・

安定した職業生活の実現を応援します。 委託指定を受けた

のが平成１８年４月１日指定。

今後について

生活の場、 就労の場の質の向上

余暇 （遊び） の場

医療 ・ 療育の場の提供→病院建設
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