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本日の出席率７９.５％：会員数４７名・出席２９名・欠席１２名・出席規定免除会員６名・ビジター０名

前々回の修正出席率８３.７２％：出席２５名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席５名

　２月は如月、 草木も芽生え始め

る 「生更木」 の季節です。 実際

の２月はまだ寒さの厳しい季節な

ので 「衣更着」 が転じた説の方が

しっくりします。 いずれにしても、

もう２月なのかと年々早く過ぎるよう

に感じる時間の経過に驚きます。

　年齢と時間の感じ方について調

べてみると 「感じられる時間の長さは、 年齢と反比例する」 とい

う説が見つかりました。 大人と子供の時間の感じ方では、 大抵

のことは 「体験済み ・ 経験済み」 のルーティンワークの多い大

人の方が、 「未体験 ・ 未経験」 の待ち遠しいイベントの多い子

供より、 短く感じるということの様です。 また 「年齢速度」 という

実年齢を km/h に換算して表現する方式で言えば、 現在６６歳

の私は時速 66ｋｍで走っている事になる訳ですから、 少々早く

感じるのも納得できます。 来週予定している延寿会で、 古希の

賀寿を迎えられる皆さんは時速 70ｋｍでの走行です。 みんなで

未体験の楽しい会にして、 一休みしていただきたいと思います。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・国際大会の参加者について　

　　　　 ・ 米山奨学生　修了式のご案内　

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ アンケート実施のお願い

　　　■佐世保ロータリークラブ

　　　　 ・ 2019-20 市内会長幹事会ご案内　

　　　　　　日時　３月１３日 （水） １８時３０分～

　　　　　　場所　佐世保ワシントンホテル

　　　　 ・ 会長幹事一覧表修正のお願い

　　　

２．依頼・伝達
　　　　 ・ IM について　４月６日 （土） 江迎文化会館

　　　　　３年未満会員は登録必須となっています。

親睦例会活動委員会　代理 前田 眞澄君
　いよいよ来週１４日は延寿会となっております。 例年通り１６時

３０分から福石観音で祈願祭を行いますので、 その時から皆様

のご出席をお願いします。 会場はレオプラザホテル１８時３０分

より短縮例会１８時４５分延寿会となっております。 二次会も設

営しておりますので、 二次会までのお付き合いをよろしくお願

いします。

職業奉仕委員会　糸瀬 新 委員長
　職場訪問例会の案内　「水陸機動団」 見学

　日時３月７日 （木） １２ ： ００～１４ ： ３０　現地集合　現地解散

　 ・ １２ ： ００～　食事　隊内食堂

　 ・ １２ ： ３０～１２ ： ４５　例会 ・ 記念撮影。

　 ・ １２ ： ４５～　レクチャー水陸機動団　見学

車はなるべく乗り合いでお願いします。 車の車種、 メーカー、

色を出席届にご記入ください。 多数のご参加お願いいたしま

す。

　

次年度地区補助金委員会　南部 建君
　２月３日諫早のセンリュウで地区補助金のセミナーがありまし

た。 地区の補助金を活用して、多くの RC に申請をして下さい。

出来れば、 グローバル補助金を活用する事業を考えて頂けれ

ばと言う事でした。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
先週末は、 節分がありました。 節分と言えば、豆まきだと思っ

ていましたが、 今では恵方巻きにとってかわられているみた

いです。 時代の変化でしょうか？それとも商売の戦略でしょう

か？さて、 本日は、 社会福祉法人　佐世保市社会福祉協議

会　会長の深堀さまの卓話となっております。 よろしくお願い

いたします。

鶴田 明敏君　指山 康二君
深堀 寛治様のご来訪、 大変嬉しく存じます。

牛島 義亮君
深堀さんとは JC 時代のアメフェスからのお付き合いです。 当
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本日の合計　　　　   12,000 円

本年度の累計　　　  557,000 円

　社会福祉協議会とは、 通称 「社協」 と呼ばれ、 地域が抱え

ている様々な福祉問題を、 地域住民の皆さんをはじめ、 ボラン

ティア団体や保健福祉関係者、 行政機関などと協力して解決を

図ることを目的とし、 「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」

を目指して活動している民間の団体です。

　 ・ 社会福祉協議会の沿革

　　S３２． １１　社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会の許可

　　　　　　　　　事務所設立

　　S４５． 　５　老人福祉センターやすらぎ荘開設

　　S６０． 　４　老人福祉センターあたご荘開設

　　H ８．  　９　佐世保市ボランティアセンター開設

　　H１２．   ４　介護保険事業所指定認定、 居宅介護 ・ 訪問介

護事業など開始

　　H２６． 　４　させぼ成年後見センター設立

社協の主な事業

・ みんなが支えあい助けあうまちづくりを推進します

　１、 地域を元気にするための活動

　　地域福祉推進協議会との連携支援　地域活性化モデル事業

　２、 ボランティア ・ 市民活動の推進

佐世保市社会福祉協議会　
　会長　深堀 寛治 様　

　 SMIL　SASEBO　SHAKYO
ー 佐世保市社会福祉協議会とは ー

ＳＡＡ： 崎山 信幸君

次回例会／２月１４日　１８:３０～

時からエネルギッシュで、 今何歳になられたのか想像も出来

ないぐらいです。 ゴルフもいつか追いつこうと頑張っておりま

すが、 当分は出来そうにありません。 今後ともご指導宜しく

お願いします。

井上 亮君
１月２１日に無事肝臓ガンの手術を終了しました。 半年間で３

度の手術で体力的にずいぶん弱って体重も１５㎏減りました

が今日から完全復活を目指して頑張ります。 ロータリーの皆

様には大変ご迷惑をおかけしました。 ロータリーの友情に感

謝してニコニコします。

岡 光正君
２月３日に結婚記念日のお花を頂きありがとうございました。

節分の豆と船番所の恵方巻を食べ素敵な結婚記念日でし

た。

　　ボランティアセンターの運営　ボランティアの育成研修

　３、 福祉教育 ・ 人材育成

　　福祉教育の推進

　４、 広報 ・ 啓発活動

　　社協だよりの発行、 ホームページによる広報

　５、 地域活動支援

　　福祉団体の支援　社会福祉センターの運営　

　　赤い羽根子どもの遊び場整備

・ みんなが住み慣れたまちで安心して暮らせるよう支援します

　１、 ボランティアによる住宅サービス

　　話し相手ボランティア ・ 愛のコールサービス事業　

　　食事サービスへの助成　ふれあいネットワークの推進

　　ふれあいいきいきサロンの支援 ・ 推進

　２、 相談援助による生活支援

　　日常生活自立支援 ・ 成年後見 ・ 生活困窮者自立支援

　　資金貸付などの事業　佐世保福祉人材バンク

　　見舞金等配布事業

・ その他の活動

　要介護認定調査事業　共同募金運動への協力
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