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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　 　2/18　5,000円 今期累計189,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 2/18　4,000円 今期累計215,000円

◆会員数43名　◆ 2/18例会出席率73.68%
◆2/4例会修正出席率87.70%(修正前73.17%)
◆出席28名　◆免除者出席8名　◆欠席15名

3/3 第1　 フォーラム　3/10 第 2　職場訪問例会　
3/24 第 3　会員卓話　3/31 第 4 夫人同伴観桜例会

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和 2 年 2 月 18 日
第 1657 回例会　No25

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会 1 名 ・ 退会 1 名 ・ 現在43 名　　◆ロータリーレート 1/1 ～ 110 円

25

2 ■点鐘

■四つのテスト唱和

■ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ご来訪者のご紹介並びに会長挨拶

■幹事報告

■委員会報告

■ニコニコ披露

■会員卓話　秋山富也さん　

■点鐘

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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≪ 3 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

四つのテスト　尾本久男さん

3/17休会

■

ご来訪ロータリアンの紹介
長崎出島 RC　殿村周三さん

皆さん、こんにちは。

1905年2月23日は、ロータリー

の創始者ポール・ハリスが、友

人3人と最初に会合をもった日

で、この2月23日を祝う創立記

念日は「世界理解と平和の日」

として順守されています。ぜひ

皆さんも、2 月 23 日は特別に

ロータリーの会員として国際理解、友情、平和への献

身をお願いします。先日、2月11日のIMご出席の皆さ

ん、お疲れさまでした。また、2月13日の“西会”は

深堀さんお世話になりました。ご参加の皆さん、楽し

い時間をありがとうございました。また、吉田先生の

「四つのテスト」の勉強会もありがとうございました。

　さて、今日は「ユマニチュード」という、フランス

で生れた認知症などのケアの一つの技法についてお話

します。40年前にフランスの体育教師が考案したそう

で、今静かなブームが起きています。「相手の人間らし

さを尊重し続ける」という哲学に基づき、優しさを伝

えるための約400の技術があるそうです。４つの柱が

あり、①見る、②話す、③触れる、④立つ、から成り

立っています。例えば「見る」場合は近くで正面から

水平に相手の瞳を捉える事が大切で、「話す」では『体

をふいています』『きれいになったね』などと、状況を

説明しながら前向きな言葉をかけ続けることが基本だ

そうです。この間、接触面積を出来るだけ広くして、ゆっ

くりと弱い力で「触れる」ことも並行して、可能であれ

ば細切れで「立つ」時間も確保して、全身の筋肉の衰

えを防ぐように一日合計で20分を目標とするそうで

す。日本では2012年に一人の女性内科医が導入して、

趣旨に賛同した有志が集まり、現在9300人以上の看

護師、介護職員の方が受講して、病院や福祉施設で取

り入れられています。研究成果も報告されて、九州の

ある病院では、集中治療室での全看護師が技法を学び

患者さんに接すると成果が出たと言う報告があるそう

です。また、福岡市は1916年末に市内の認知症患者の

家族介護を対象にユマニチュード研修の実証実験を行

い、その結果、暴言や徘徊などの症状が軽減して、家

族の負担感を低下したとのことで、福岡市は町ぐるみ

で認知症対策にこのユマニチュードの技法を導入した

そうです。昨年7月には、日本ユマニチュード学会が発

足したそうです。日本の大学で医学部や看護学部でも

教育の一環として取り入れた大学もあるそうです。今

後は発達障害の子供に対する効果

も研究されるそうです。今日は昨

年12月1日読売新聞に掲載されま

した、認知症患者のケア技法の

「ユマニチュード」の話でした。

今週のお祝い 杠葉輝明さん誕生祝い
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◆ガバナー事務所　〒 854-0016　 諫早市高城町 5-10-302
TEL: 0957-46-3096   FAX: 0957-46-3097

◆ 2 0 1 9 - 2 0 年度　R I 第 2 7 4 0 地区ガバナー　千葉憲哉
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ニコニコ目標1,200,000 円 2/18　11,000 円　累計589078 円

幹事報告　嶽本幸次
●九州北部豪雨災害義援金報告　千葉ガバナーと大石地

区幹事が武雄市長、 多久市長、 大町町長へ災害のお見

舞いと寄付金贈呈に至る経緯を説明し3名の方へそれぞ

れ1000万円の目録贈呈した。 皆様のご協力に感謝。

●理事会報告　　

◆新会員推薦の件　須齋 正幸さん(５８才)許斐会長から

の推薦の須斉正幸さんが理事会の中で満場一致で可決さ

れた。 当日会員全員に 「新会員のお知らせ」 を送信し

7日間異議が出なかった場合、推薦者から入会へのアプ

ローチをしてもらう。

◆事務局移転の件　移転先候補に挙がっていた物件を諸

事情により一度白紙に戻し、 他の物件を探してみる。

6月に市との契約が済み次第移転可能。移転期間は最長

2年ほどあるが早めに物件を探すこととした。

◆会員増強の件 新会員の推薦が久しぶりに申請された

が、引き続き新入会員の勧誘を一致団結して行う。

◆植樹祭の件　3/20(祝)に予定通り行う。事前に田中委

員長、 川瀬さん、 草野さんと業者が下見(2/14)に行く。

◆親睦ゴルフの件　日高実行委員長より進捗状況報告。

◆ひとり親家庭福祉会ながさき事務局長　山本倫子さん

が行っている子ども食堂を西ＲＣで支援する。 支援の内

容は今後、 話し合って進めていく。

●基本理念委員会セミナー報告　2/16(日)佐賀において

開催。嶽本幹事が出席し、「ロータリーの基本理念とこれ

からのセミナーの進め方について」の講演があった。

その後参加者全員でテーブルフォーラムをし、各クラブの

問題点などを話し合う新しいセミナーだった。 また、 西

クラブには無い戦略委員会やリーダーシップ委員会の立ち

上げを必要であれば検討したい。

●例会変更並びに休会のお知らせ　長崎北東RC　

　3/4　12時30分～　職場訪問・総合水産試験場

　長崎北東RC　3/11(水)定款第7条第1節により休会

3月3日(火)

全員出席例会
ご協力、 お願いいたします。 出席委員会

2/9(日)佐賀ＲＣの主催で西九州大学佐賀キャンパスに於いて、

「第12回全国ＲＹＬＡ研究会」が開催された。遠くは北海道

からの出席もあり、 午前中はＲＹＬＡの歴史、 午後からは分

科会に分かれ、現在全国で抱えているＲＹＬＡの問題点を討

議した。 「奉仕の心」 を念頭に今後の活動に邁進したい。

委員会報告 【柳龍一郎青少年委員長】

【野崎地平親睦活動委員長】

2/13(木)炭焼き厨房 「みつわ」 において、 第3回西会が

開催され20名が出席した。吉田良尚ロータリー情報委員長

から 「四つのテスト」 のお話があり、 具体的にはこういう

話と言う事が分かり、入会が浅い方にはよい勉強になった。

次回は5/14(木)「ステーキハウス　おかの」 の予定。

【川口輝彦ゴルフ同好会幹事】

5/10に開催される「グループ親睦ゴルフ大会」にあわせ、

4/16に長崎国際ゴルフ倶楽部において、当クラブのゴルフ

同好会コンペを開催予定。皆様多数の参加をお願いしたい。

【田中豊俊社会奉仕委員長】

3月開催の植樹祭のため、 2/14に川瀬会員、 草野会員、

植樹業者の方と4名で高島に下見に行った。 前回10本植

えた大島桜は、2本ほどだめになっていた。植樹祭は3/20

の予定なので、 多数の参加をお願いしたい。

卓　話
長崎総合科学大学
1年　富永雄伍さん

「学生ビジネスプランコンテストの
　　　　　　　　取り組みについて」

■島田靖彦さん　今回の事務局移転変更で関係者の皆

　さんに多大のご迷惑をお掛けしました。

　お詫びとしてニコニコをします。

■嶽本幸次さん　西会に参加頂いた方、お疲れ様でした。

　吉田さん、四つつのテストの話、ありがとうござい

　ました。深堀さん、美味しいお肉おご馳走様でした。

■野崎地平さん　ニコニコの為に！！


