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Weekly Report 
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者

ひ と

のお役に立とう！」  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会「ギターの音色にのせて今宵も親睦に浸ろう」親睦活動員会 次回例会 第４回クラブ協議会 渡会祐二幹事 

《スナックのママＮＰＯ法人を立ち上げる》 

       ＮＰＯ法人葵会 吉村市代理事長 

自己紹介 

吉村市代 

昭和 31年 8月 11日 佐世保市生まれ  

横浜市立戸塚高校卒業 

ラウンジ葵 代表  

佐世保市山県町 4-16 マルカズビル４Ｆ 

特定非営利活動法人葵会 理事長  

（平成 25年５月 17日認証） 

 

6月 4日 例会 同伴者  

特定非営利活動法人葵会会員 

永田 愛   アイ・プラット株式会社 代表取締役 

白川 鮎美  株式会社Ａｓｈ      代表取締役 

以上 2名 

 

 

 私はおかげさまで自分の店を持って 31年半になり

ますが、５年前からママ業の傍らピンクリボン活動を

するＮＰＯ法人の代表も務めております。 

きっかけは 10年前、たまたま受けた住民検診で乳

がんが見つかったことです。その後、平成 24年、早

期発見でき命が助かったことと、長きに亘りご愛顧い

ただいたお客様への感謝の意味もあり啓発講演会を

開催しました。講演会後も機会があれば回りの女性に

検診を勧めておりましたところ、身近な方に早期の乳

がんが見つかりました。本人はもちろんご両親からも

「検診を勧めてくれてありがとう」と感謝のことばを

いただき、早く見つかって本当に良かったと思いまし

た。しかし、少し時間がたったころ、そのことは、講

演会を行い少しでも成果があったという一瞬の自己

満足に過ぎないのではという思いが芽生え始めまし

た。一度や二度講演会を行ったくらいでは多くの人た

ちに伝わらないし、もっともっと活動を広める必要が

あるのではないかと強く思うようになりました。結果

ＮＰＯ法人設立を決心した次第です。同時期に長崎県

が募集した協働事業の採択を受け３年間、女性特有の

がん対策プロジェクトチームとして活動し、その経験

を活かし現在に至ります。 

 さて、平成 28年度、佐世保市における乳がん検診

率は 21.7％で全国平均 44.9％よりかなり低い数値で

す。検診率が極度に低い要因は何でしょうか。多くの

方が自分は絶対がんにならないと自信を持っておら

れるのか、検診に行く少しの時間ももったいないのか、

単に面倒くさいのか、理由は様々かと思いますが、そ

の結果、毎年数十人の方が亡くなられているようです。

乳がんは早期発見・治療をすれば、かなりの確率で治

癒（寛解）が可能ですので残念でなりません。 

現在、私自身が乳がんサバイバーとして一番力を入

れていることがピアサポート事業です。がんの告知を

受けた患者や家族には次々に様々な困難がふりかか

ってきます。その重圧に耐えきれず精神を病んでしま

われる方も少なくありません。そういった方々に必要
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【本  日】会員数 44名 出席 25名 欠     席 7名  出席規定免除会員（13）  出席 9名       出 席 率  82.50％ 

【前々回】会員数 44名  出席  25名 メークアップ 6名  出席規定免除会員（13）  出席 9名       修正出席率  100.00％ 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2017～2018年度 ＲＩ長 / イアン H.S.ライズリー  ガバナー/駒井英基 
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とする正しい科学的根拠のある情報を提供あるいは、

情報元をお示しし、がん患者という同じ立場で寄り添

い話を聴くのがピアサポーターの役目です。 

 全国では多くのがんサバイバーがピアサポート活

動を行っていて医療機関施設内で活動をしている団

体もあります。がん拠点病院等では、がん相談が可能

で緩和ケア・乳がん看護・がん化学療法看護等の認定

看護師や薬剤師・栄養士・臨床心理士・医療ソーシャ

ルワーカー等、医師以外の多種専門職スタッフが対応

してくれ、より詳しく病気や治療のことを知りたい患

者にとってはありがたい限りです。しかし、患者が求

めているのはそれだけではないと思っています。患者

は自分と同じ体験を持つ人と話すことにより安らぎ

を感じ勇気や希望を持つことも可能です。形のない治

療やお薬と言えるかもしれません。 

 私は長年多くのお客様と会話をする仕事をしてき

ました。その経験を活かし、同じ痛みを共有する「患

者の応援団」として良き話し相手となれるよう日夜、

スキルアップを目指して参ります。 

 

追記・・・吉村市代は平成 30年度 国立がん研究セ

ンター がん対策情報センター「患者・市民パネル」

に委嘱されました。 

 

 

 

《会長挨拶》 

                峯 徳秀 会長 

 いよいよ今年度の最終月である６月を迎えること

ができました。 

 最後まで気を引き締めて、全力でゴールを目指す所

存でありますので、皆様からのご支援をどうぞよろし

くお願い致します。 

 さて、６月は「ロータリー親睦活動月間」です。 

 「ロータリー親睦活動」とは、共通の趣味や職業を

もったロータリアンが、ＲＩの承認を受け、国境を越

えて結成したグループによる活動プログラムを指し、

釣り・マラソン・ロータリーの歴史・医師・大会参加

者等々、そのジャンルは多岐に亘っています。 

残念ながら、日本人が主になって運営しているグル

ープは、「囲碁」他、数は少ないようですが、共通の

趣味、職業を通じて、世界各国のロータリアン 

と親睦を図る絶好の機会となっています。 

 

 一方、各クラブにおいては、様々な形で親睦活動に

取り組まれており、花見・クリスマスパーティ等、四

季折々の風情を会員・家族と共に味わい、或いは、野

球・テニス・ゴルフ・カラオケ・登山・競馬観戦等、

学生時代の部活さながらという程ではないにせよ、親

睦活動に多くの方が勤しんでいます。 

 

 こうした活動は、皆を自然と笑顔にし、友情の扉を

開くきっかけとなります。 

 そして親睦を深める機会は、例会は言うに及ばず、

ロータリー活動のあらゆる場面に用意されています。

寛容の精神をもって互いに切磋琢磨し、自己改善を図

ることで、共に『奉仕の心を育む親睦』が深まるとの

ことです。 

 今週末並びに来週の月曜日は当クラブ北斗会及び

ＫＫＣの取り切り戦が予定されております。皆様と共

に、親睦で奉仕の心を育みましょう！ 

 

 最後になりますが、当クラブ今年度プログラムにお

きまして、ゲスト卓話のトリを本日務めて頂きますＮ

ＰＯ法人葵会代表 吉村市代様におかれましては、お

忙しい中のご来訪、誠にありがとうございます。短い

時間ではありますが、よろしくお願い致します。 

 

《幹事報告》 

                渡会祐二 幹事 

 

1.例会変更 

◆伊万里西 RC  

6月 7日（木）休会 （定款第 8条第 1節により） 

6月 28日（木）18：30～  

伊万里迎賓館（年度末懇親会のため） 

◆松浦 RC 

6月 15日（金）12：30～ 

→6月 17日（日）10：00～  

柚木川内キャンプ場（清掃奉仕作業のため） 

◆佐世保西ＲＣ 

6月 26日（火）12：30～  

→6月 26日（火）19：00～  

ホテルローレライ（新旧役員交代式のため） 

◆ハウステンボス佐世保ＲＣ  

6月 19日（火）12：30～→18：30～ 

ホテルヨーロッパ吉翠亭（新旧交代夜例会のため） 

 

2.来信  

◆国際ロータリー 

トロント国際大会について 

◆国際ロータリー日本事務局 
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IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 松永祐司 船津 学 松田亜由美  （記事担当 船津 学 ） 

本日の合計  38,000 円    累計 1,566,000 円

年円 

 

① 2016年手続き要覧 価格変更のご案内  

（お値下げ価格 ＄4.00） 

② ロータリー親睦活動月間リソースのご案内 

③ 新出版物・出版物リニューアルのご案内 

 ◆ガバナー事務所 

ガバナー月信６月号  

 ◆長崎県県民センター 

  平成 30年度「ながさき県政出前講座」テーマの

決定及びホームページ掲載について 

 ◆ＮＰＯ法人チーム・フォー・バイ・フォー 

  「第 21回ウォーキング＆ゲームラリー大会」 

実行委員派遣のお願い 

 

3.伝達事項 

① 現在、皆さまに各委員会・理事会等ご案内を多数

お送りしております。各自ご確認いただき出欠がお分

かりの方はよろしくお願い致します。 

② 6/18（月）例会は今年度最後の第 4回クラブ協議

会（年間報告）です。大委員長、小委員長の方々は 

一年間の実績報告をお願いいたします。欠席の方は必

ず代理をお願い致します。 

③ 次回例会はテーマ「ギターの音色にのせて今宵

も親睦に浸ろう」～今年一年を振り返って！！です。

前田和隆ガバナー補佐訪問例会となっておりますの

でご出席よろしくお願いします。 

 

《今月の結婚祝い》 

Ｈ. 3. 6. 2 松尾重巳・ゆかり夫妻 

Ｓ.59.6.12 森 豊 ・康 子 夫妻 

Ｓ.55.6.18 永田武義・芙美子夫妻 

Ｈ. 5. 6.20 東田賢二・敬 子 夫妻 

 

 

《今月の誕生祝い》 

Ｓ.52.6.6 三谷秀和 君 

 

 

《委員会報告》  

親睦活動委員会 松田信哉委員長 

来週の第 2 例会のご案内、趣向をこらした宴をもう

けますので宜しくお願いします。また、自宅にある余

ったお酒を持ってきてください。 

次年度幹事 松田信哉君 

7月 6日（金）福田ガバナーの激励会の案内がきてい

ます。出席の方はよろしくお願い申し上げます。 

 

次年度Ｓ.Ａ.Ａ. 近藤竜一君  

次年度親睦活動委員会 松尾重巳委員長 

本日、例会終了後、事務局にて次年度ＳＡＡ、次年度

親睦活動委員会の合同委員会を開催致しますので、メ

ンバー並びに委員の方は速やかにお集まりください。

会長幹事交代式についての第 3 回の打ち合わせをし

ます。ご多忙中、申し訳ございませんがよろしくお願

いします。 

 

《ニコニコボックス》   

田島 慎 親睦活動委員 

 

ＮＰＯ法人葵会 理事長 吉村市代様 

本日は、卓話にお招きいただきありがとうございまし

た。今後とも『ラウンジ葵』『ＮＰＯ法人葵会』とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

本日は、ＮＰＯ法人葵会代表の吉村市代様のご来訪を

心より歓迎致しますお話ということで、楽しみに拝聴

させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、「スナックのママＮＰＯ法人を立ち上げる」

とのタイトルでお話をいただけるということで、興味

深く拝聴させていただきます。どうぞよろしくお願い

致します。また、牧野会員がご復帰され、会員一同喜

んでおります。お帰りなさい。 

 

村上寅雄君 

本日の卓話ＮＰＯ法人葵会、吉村市代様の卓話 お疲

れ様です。先日は結婚記念日の花束をいただきまして

ありがとうございました。 

 

プログラム委員会 牧野博一委員長 

2ヶ月のお休みを頂きまして、肝臓がんの手術を終え

ましたが、今は抗がん剤の治療中でございます。入院

中はお見舞いに来ていただいたり、ご心配のお電話を

頂戴しました。誠にありがとうございました。また会

員の皆様にはプログラム委員会の関係上、大変ご迷惑

をおかけし申し訳ありませんでした。本日の卓話は、

ＮＰＯ法人葵会の吉村様です。よろしくお願いします。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

富田耕司君 藤井良介君 緒方信行君 中山 誠君 

古賀新二君 宮原明夫君 森 豊 君 蒲池芳明君 

村瀨高広君 松田信哉君 二ノ宮健君 松永祐司君 

近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 田中幹人君 

船津 学君 八木順平君 小西研一君 井上隆三君 

中野雄一郎君 鐘ケ江和重君  

ＮＰＯ法人葵会代表の吉村市代様のご来訪を心より

歓迎致します。卓話楽しみにいています。牧野会員の

ご復帰を嬉しく思います。これからも、体に気をつけ

て頑張ってください。 


