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本日の出席率９５.３５％：会員数４４名・出席４０名・欠席２名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター４名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ１２名・出席規定免除会員（２）１名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんにちは。先週は朝

晩急に冷え込むようになったと

話しましたが、今は残暑が厳し

い毎日になっています。昨日私

の叔父の葬式に福岡に行ってき

ましたが、他にも同業者の方が

亡くなられています。季節の変

わり目です。十分にお体に気を

付けて頂きたいと思います。

　１１日中央会がありましたが、過去最高の参加者です。

お礼を申し上げたいと思います。これもひとえに、井上中

央会会長の仁徳かなあと思います。井上会長のハンディ

キャップを３６としたため、最高は５０のハンディになり

ました。新しいハンディの為か、優勝は南部君、本当にお

めでとうございます。みんなに優勝の可能性がうまれて、

よかったのではないかと思います。

　先週アルカス佐世保でタオの太鼓の演奏会がありまし

た。私は切符を持っていましたので、竹本さんから買わな

いかと言われた時は、持っているからいいと断りました。

その後、川島君から買ってと言われた時はおもわず、いい

よと言ってしましました。竹本さんすみませんでした。私

の家内が娘と聞きに行きましたが、ものすごく感動をして

いました。

　最初に福岡の叔父が亡くなったという話をしました。牟

田さんは若いころうちの営業の担当をしていて、叔父のこ

とはよく知っておられます。ここ何か月は点滴だけで生き

ていて、苦しい思いをしていたようです。やっとその苦し

みから解放されて亡くなった様です。私の父は癌でもう長

くないことが分かっていましたので、病院から家に連れて

帰り、当然点滴もせず、自然に食が細くなり亡くなってい

きました。そして苦しむこともあまりありませんでした。尊

厳死協会というのがあります。人間らしく安らかに自然な

１．例会変更

・伊万里西ロータリークラブ

９月２９日（木）　１２：３０→１８：３０～

伊万里迎賓館　米寿祝いのため

１０月１３日（木）→１０月１２日（水）１８：００～

ロイヤルチェスターホテル伊万里　

伊万里ＲＣとの観月会のため

２．来　　信

　  ・国際ロータリー

　　 ２０１１～２０１２年度版公式名簿ＣＤ

　　 

・有田ロータリークラブ

創立５０周年記念式典のご案内

日時　１１月１９日（土）　

　　　式典　１３：４０　祝賀会　１６：００

場所　焱の博記念堂

ReportReportReport

死を遂げる権利を確立する運動を展開しています。終末医

療はどうあるべきかということを、考えさせられました。

成功の法則その１１

今日が人生最後の日だったら今日やろうとしていること

をやりたいと思うか

叔父さんの死に顔をじっとみていて、いつか自分にもこの

時が来るなあと思いました。そして今の自分の生き方はど

うかと反省しました。

佐世保ロータリークラブ　　　　　山下　尚登様

　　　　　　　　　　　　　　　　納所　佳民様

佐世保南ロータリークラブ　　　　畑田　　明様

　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　政幸様
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９月１５日　本田　　実・由美　ご夫妻
９月１８日　古賀　純男・由美子ご夫妻

BirthdayBirthdayBirthdayBirthday

　昭和１７年９月１８日　古賀　純男君
　昭和３８年９月１８日　本村　政信君
　昭和１１年９月２０日　長富　寿人君

担当：徳永　英太朗君

クラブ管理委員長　池永 隆司君
本日、 ９月１５日 （木） 午後６時３０分より入会２年未満会員研

修セミナーを行います。

中央会会長　井上 亮君
９月１１日 （日）、 ２６名と多数の参加をいただき、 中央会コンペを

行いました。 １００回記念ゴルフ大会を１０月２９日 （土） ～３０日

（日） に阿蘇ゴルフ場で行いますが、あらためてご案内しますので、

多数のご参加をお願いします。

committeecommitteecommitteecommittee

佐世保ロータリークラブ　山下 尚登様

久しぶりにメイクアップさせて頂きます。北高同級生の田代

会長 !よろしくお願いします。

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

皆さんこんにちは。 ９月も半ばですが残暑厳しく、 まだまだ頭皮に

直射日光を感じる今日この頃。 先日仲秋の名月を拝みながらひ

とごとではありませんが、 宮﨑君の頭皮のダメージを心配しており

　  ・佐世保ロータリークラブ

　　 第３０００回記念例会のご案内

　　　 ～６０年の歴史と共に～ 

　　 日時　１０月２２日（土）　１８：３０

場所　九十九島観光ホテル

　　 

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

コンサート鑑賞例会のご案内

日時　１０月１１日（火）　開演　１９：００

場所　アルカスＳＡＳＥＢＯ　中ホール

３．伝達・通知

　　・本日、９月１０日に開催されました地区社会奉仕セ

　　　ミナー並びに新世代部門合同研修セミナーの報告があ

　　　ります。又本日、１８時３０分より新入会員セミナー

　　　がセントラルホテルで行われます。

ました。 季節の変わり目、 体調管理に注意しましょう。 本日は長

崎県立大学、 蛭川先生の卓話です。 よろしくお願いいたします。

八重野 一洋幹事

先日、足の指の付け根に激痛が走り、ついに痛風かな？と思い、

元会員の中村貴ドクターの病院へ行ったところ 「全然違います

よ !」 との診断でホットしています。 せっかく井上さんと痛風仲間に

なれるところだったのですが、 痛風ではなく残念に思っています。

さあ、 また飲むぞ !

浅野 訓一新世代副委員長

本日の卓話は、 １１年前に新設された日野中学校の初代校長

蛭川先生をお迎えしております。 先生は教育界のエースとして、

初代校長に登板されましたが、 私は誰も引き受ける人が不在の

まま初代ＰＴＡ会長に登板することになりました。 本日はよろしくお願

いいたします。

西村 浩輝君

今日の卓話者 蛭川誠嗣様、 ご来訪ありがとうございます。 小中

学校、 大学の同窓生として歓迎いたします。 卓話楽しみにしてお

ります。

長富 寿人君

先般の第９９回中央会にて見事馬を当ててしまいました。 ゴルフに

負けて勝負に勝つ ! まだまだ勝負師としての感は鈍ってはいませ

ん。 又誕生日祝いもあわせて、 ありがとうございました。

松尾 英機君

第９９回中央会で馬を当ててしまいました。 ゴルフのスコアはともか

くとして , 次回からは前から打とうかなとちょっと弱気な今日この頃で

す。

井上 亮君

９月１１日に開催させていただきました第９９回中央会には多くの皆

様にご参加をいただき、 誠にありがとうございました。 今回は新し

いハンディキャップ制をとらせていただきましたが、 何らトラブルもなく

済みましたこと、 偏に私の手腕、 いえ皆様のご協力のお陰と思

い感謝いたして、 ニコニコします。

南部 建君

先日の中央会でビックリ。 優勝させていただきました。 一緒に廻っ

ていただいた福田先生、 指山さん、 本田さんに感謝します。 最

初で最後の優勝になると思いますのでニコニコします。

本田 実君

初の中央会に参加で２位になりました。 （ハンディのおかげです）

これもパター練習時に古賀さん、 古川さんの指導並びにプレー中

の指山さんの指導のおかげです。 （ボールもよく見つけてもらいまし

た） ありがとうございました。 又結婚記念日祝いもありがとうござい

ました。

崎山 信幸君

いよいよ今週というか明日９月１６日、 佐世保市議会初質問をい
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たします。 皆様、 そろっと私の勇姿を見に来て下さい。 尚、 ヤジ

ラッパ、タイコは禁止となっていますので、よろしくお願

いします。

ＳＡＡ： 西村 浩輝君／音響：鶴田 明敏君

次回例会／９月２２日１２：３０～

次回献立／海鮮ちらし、肉うどん、小鉢

本日の合計　　　　   17,000 円

本年度の累計　　　164,000 円

　■ 第３回クラブフォーラム　■

本村 政信 新世代委員会委員長

　本日は、蛭川誠嗣先生を講師にお迎えしております。

　さて、冒頭に一言あいさつをさせていただきますが、先日

2740 地区の新世代部門合同研修セミナーに参加してまいりま

した。

　新世代の定義としては、「0 歳から 30 歳まで」とされて

おります。各ロータリアンの責務としては、「新世代の多様

なニーズを認識しつつ、よりよき未来をもたらすために、

新世代の生活力を高めることによって、新世代に将来への

準備をさせることである」とされており、全てのクラブと地

区は、「新世代の基本的ニーズ」を支援するプロジェクトに

着手するよう奨励されています。また、「基本的ニーズ」とは、

健康、人間の価値、教育、自己開発である。ということです。

　本日は、東明中学校や、新設された日野中学校の校長を

務められ、定年退職後の現在、長崎県立大学講師、ほか、

九州大学大学院評価委員、慶応義塾大学研究員、長崎県カ

ウンセラーなど多くの職務に従事されておられる蛭川先生

をお迎えし、最近の子供と親の現状について教えていただ

きたいと思います。先生どうぞよろしくお願い致します。

　　
　　長崎県立大学 教職課程教育経営学講師

　　　　  長崎県カウンセラー　　学校心理士　

　　　　 　　　　　　　  蛭 川　 誠 嗣 様
１．子供たちの今

　○子供たちの変化

　〈１０数年前〉

　　・親が過保護・・・指示待ちでその通りに動く

　　　　　　　　　　  大人の中に居て、子供の中に居ら

　　　　　　　　　　  れない

　　・テレビ等の影響もあり、コマ切れの言動と生活。

　　　連続が苦手

　〈ここ数年〉

　　・自ら遊べない、動けない

　　・関心、意欲、情熱、のない思春期

　　・虐待、ネグレクト

　　・「緘黙」な子供の増加

　　・手をつながない親

　　・子供の孤独、孤立

２．最近の子供の問題

　１）家庭

　　・不適切な養育環境

　２）学校

　　・いじめ、交友ストレス、学力の 2 極化

　３）地域

　　・地域に入らない。地域活動がない

　４）個人

　　・メンタル的な問題の増加

３．長崎県教育委員会の指針

　１）夢や憧れを抱く（小学校）

　　　憧れを志へ高める（中学校）

　　　志の実現に向け努力する（高等学校）

　２）人の「生き方」に焦点を当てた 4 つの学習スタイル

　　①人の思いにふれる～地域で活躍する人や優れた業績

　　　を残した人を招き、人の思いや生き方にふれる学習

　　②人と交わる～人と活動を共にしながら、その人の願

　　　いを知り、行いの素晴らしさについて考える学習

　　③先人に学ぶ～優れた先人について、伝記や視聴覚教

　　　材等から学ぶ学習

　　④憧れや志を表す～自らの憧れや志を様々な方法で表

　　　す学習

　３）学校では

　　・地域の人から職業に対する思いや人の生き方に焦点

　　　を当てた学習を行います。

　　・職場体験学習を通して、働くことの意義や喜びを実

　　　感させます。

　４）家庭や地域では

　　・子どもたちに伝記を読ませ、様々な先人の「生き方」

　　　にふれさせましょう。

　　・憧れや志について、「親子で語り合う」場と時間を設

　　　けましょう。

　　・地域の行事に参加させ、様々な体験を通して多くの

　　　人との「出会い」をさせましょう。

◎３間が持てない　＋　１間に取り組まない

　　・３間とは

　　①時間　が持てない（つくれない）

　　②空間（考える空間、遊びの空間、仕事の空間）が持

　　　てない

　　③仲間（親友）が持てない

　　・１間とは

　　①手間をかけることができない（一つの物事を手間を

　　　かけて仕上げることができない）

◎私たち大人も、「学ばない、学ぼうとしない」人が増えて

いる。

　「学ぶ」大人の姿を見せながら、手本をお示し下さい。


