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本日の出席率７１.０５％：会員数４１名・出席２３名・欠席１１名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席２４名・メークアップ１０名・出席規定免除会員出席４名

　皆さんこんにちは。 本日の例会

お疲れ様でございます。 本日は、

社会医療法人財団 白十字会理事

長 富永雅也様によります。 「認知

症になっても、 皆がこの街で住み

続けられるために　お願いしたいこ

と」 と題して卓話をお願いしており

ます。 卓話のレジメにつきまして

は、 皆様のお手元に配布をいたしております。 これからの認知

症への取り組みについて大変有意義な話がなされると思います

のでよろしくお願いします。

　この一週間について、ＹＯＳＡＫＯＩ佐世保祭りが２１日から２３日

まで開催され雨にもかかわらず、 多数の参加チームがあり、 賑

わいを見せておりました。 当クラブのメンバーもそれぞれの立場

で協力、 運営に頑張っておられました。 ご苦労様でした。

　また、 旭川空港ロータリークラブ 久保会長他のメンバーも、 北

海道東神楽町からの祭り参加者の応援に来ておりました。 先月

のクラブ訪問のお返しに当クラブから、 岡幹事、 岡田青少年奉

仕委員会委員長におかれましては、 黒島視察等の案内、 本田

国際交流委員会委員長も交流会参加など大変お疲れ様でした。

以上簡単ですけど挨拶といたします。

社団医療法人財団白十字会 理事長 富永 雅也様
皆様にお願いがあって卓話をさせて頂きます。 どうぞ、 よろ

しくお願い申し上げます

佐世保ロータリークラブ　石田 謙二様
本日は、 メーキャップでお世話になります。。

佐世保ロータリークラブ　川原 忠徳様
本日はお世話になります。

１．例会変更
北松浦ロータリークラブ

１１月１日（火）１２：３０→１１月４日（金）１８：３０～
場所 ：サンパーク吉井　　

釜山東南ロータリークラブ訪問のため　

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

西村　浩輝社会奉仕委員会
　１２月４日 ( 日 )　島瀬公園ステージで佐世保特別支援学校の

和太鼓部、 ダンス部の演舞会を開催致します。

　又、 青少年奉仕委員も同時にもちつき等の事業をされますの

で、 合同事業ということで企画しています。 会員の皆様の協力

を宜しくお願い申し上げます。

　尚、佐世保特別支援学校の西岡校長先生は、１１月２２日( 火 )

夕方ハッピーＦＭに出演をお願いしております。

八重野 一洋職業奉仕委員
　２０１６～１７年度社員・ 家族招待例会になっています。 たくさ

んの会員の皆様、社員、家族様のご参加をお待ちしております。

池永 隆司中央会副幹事
　２０１６～１７年度第１回 （１２４回） 中央会が佐世保国際カント

リー倶楽部 （三川内） で開催します。 第２回 （１２５回） 中央会

を１１月２６日 （土）・２７日 （日） に開催します。 詳しくは案内を

ご覧ください。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　 石田　謙二 様

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 河原　忠徳 様

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局

１１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 
２０１５－１６年度ガバナー月信１３号訂正箇所差し替えの

お願い
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ＳＡＡ：田代博之君

次回例会／１１月１０日１８：３０～

次回献立／中華弁当

本日の合計　　　　    36,000 円

本年度の累計　　　 391,000 円

■ ゲスト卓話 ■

テーマ：「認知症になってもこの街で暮らし続けられるために
皆様にお願いしたいこと」

社会医療法人財団白十字会　
理事長　富永雅也様
　医療費が高騰し、 若い世代に多額の保

険料負担を強い、 国家財政が危機に瀕し

ています。 これに追い打ちをかけるように、

認知症が激増しています。 これに対し、 多

額の医療 ・ 介護費用をかけずに、 患者さ

んをサポートし、 住み慣れた場所で暮らし続けられる互助体制作り

を、 市民が地域で自発的に展開する富士宮市の先進的な活動を

ご紹介いたします。

　後半は、 当市でも負けずに活動を始めるきっかけ作りのために、

ある若年性認知症患者さんの “想い” を語っていただきます。

２０４０年頃には国民の一割が罹患すると予測されている認知症を早

期に発見するための地域の取り組みや、 有意な効果が証明された

認知症予防体操を市内に広めたいと思います。 認知症の方が 「助

けて」 と言える社会になれば未来は変わります。 さあ、 ロータリア

ンの出番です。

若年性認知症　壱行の会　福田人志様
　平成２６年に医師より若年性認知症と診断

され、 しばらくはパニック状態が続き閉じこ

もりとなりました。 多くの方々の支援や、 自

分の心の叫びを書いた短い詩が作品になる

ことで少しずつ自信をつけることができ、 周

りの人とも自然に話せるようになりました。

私達認知症の人が地域で安心して暮らすには、 認知症の知識の

普及や認知症に対する関心を皆で呼び起こす事が大切だと思いま

す。 皆様のご支援 ・ ご協力よろしくお願い致します。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！白十字会　理事長 富永雅也様 ・ 佐世保

ロータリークラブ 石田謙二様、 川原忠徳様のご来訪を心より

感謝致します。 さて、 本日の例会は、 社会医療法人財団白

十字会 理事長 富永雅也様をはじめとする、 白十字会の皆

様方による、 誰もが経験するであろう？ 「認知症」 について

の卓話になっております。 大変興味深い、 また、 身近なお

話が聞けると思います。 本日もどうぞ宜しくお願い致します。

岩政 孝副会長
富永理事長 ・ 壱行の会の皆様。 本日はお時間を頂きありが

とうございます。 私共も年々年を重ね、 身体には気を付けな

ければならなくなっております。 本日のお話楽しみにしており

ます。

西村 浩輝社会奉仕委員長
社会奉仕委員会のクラブフォーラムでのお話で、 勉強させて

頂きます。 よろしくお願いします。

指山 康二君
第５９回建築士会全国大会で、 連合会会長賞を頂きました。

これも長年建築士会佐世保支部長を務めさせ頂いたお陰と、

共に長年事務局長をしてくれた妻のお陰です。

田代 博之　君
同級生である富永雅也君のご一行様の来訪を歓迎致します。

田雑 豪裕君
先週の例会で、 池永君からヨーロッパ旅行のお土産自慢話

を聞かされて、 忘れておりました。 今週、 私は東京出張で

おりませんので、 池永君に結婚記念日のニコニコを預けてお

きます。 すいません。

浅野 訓一君
本日、 私の雇い主の卓話です。 どうぞよろしくお願いします。

また、 卓話の後半にお話し頂く福田さん、 ご来訪ありがとうご

ざいます。

馬場 貴博君
昨日、 長崎の清水寺にて孫のお宮参りに行ってきました。 天

気もどうにかもって楽しく、 嬉しい一日でした。

八重野 一洋君
第１９回よさこい佐世保祭りも悪天候の中、 無事に終わりまし

た。 幹事会メンバーとして参加させて頂きました。 終了後テ

ナント （屋台） のトラックが、 ぬかるんだグランドにはまり立往

生、 助けを求められ２名のスタッフを出し救出しました。 その

トラックは、 ナント山瀧会長の 「船番所」 のトラックでした。 直

接言って下さればスタッフ１００名出せましたのに ・ ・ ・ ・ ・

山瀧会長失礼しました。

野村 和義君
富永雅也理事長のご来訪を心より歓迎致します。 私は、 通

常愛妻弁当です。 夜帰ると必ず弁当のおかずを言わされま

す。 しかしながら、 一度も正解した事がありません。 ひどい

時は、 ひとつも答えられない時があります。 これは、 認知症

を疑わなければならないでしょうか？教えて下さい、 富永先

生。

芥川 圭一郎君
無事に、 ３日間のよさこいを終えることが出来ました。 ありがと

うございました。
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