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E-mail ：oosaki@mko-rc.jp

平成26年10月17日(金)7：30～ 18日（土）11：45～（溝口年度第14・15合併号）

《10月例会変更のお知らせ》
【鹿屋西RC】
大隅カントリークラブにて 担当：会長
10/20（月）特別休会
【串良RC】
18日『地区大会参加』 11：45～
10/20（月）→18日（土）
11：30～ 鹿屋市文化会館
鹿屋市文化会館
担当：会長
【志布志みなとRC】
10/22（水）→職場訪問の為 12：30～ 東洋埠頭
・それでこそロータリー
【鹿屋RC】
◆ロータリーソング
・四つのテスト唱和
10/22（水）→18（土） 11：00 鹿屋市文化会館
【かのや東RC】
◆会務報告
☆「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動における
10/23（木）→18（土）
11：15～ 鹿屋市中央公民館
ﾔﾝｸﾞ街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝへの参加について(お願い） 【きもつきRC】
日時： 11月9日（日） 10：00～12：00
10/16(木）→18日（土） 11：30～ 鹿屋市文化会館
10/23（木）→19日（日）9：00～鹿児島銀行高山支店 ２F
会場： 曽於市栄楽公園
「やぶさめ祭り献血運動・骨髄バンク支援活動」の実施
☆地区大会における東日本被災地
復興支援事業の募金活動についてご案内
（なでしこ2730委員会）
《スマイル報告》
日付： 平成26年10月18日（土）
新小倉君、理事会お世話になりました。奥様にも宜しく
場所： 鹿屋市中央公民館・鹿屋市文化会館
お伝え下さい。山下君、福留君、卓話ごくろう様でした。
【第1回募金活動】
入会当時の新鮮さを思い出しました。これからも、よろしく！！
時間 11：15～11：45（30分程度）
久徳 博文
場所 鹿屋市中央公民館入り口・ﾛﾋﾞｰ付近 本日のスマイル：一般へ2,000円でした。ありがとうございます！
【第2回募金活動】
時間 14：20～14：40（20分程度）
先日ご案内致しました「ＲＹＬＡ」の申込み締切が20日（月）
場所 鹿屋市文化会館入り口・ﾛﾋﾞｰ付近
☆都城ＲＣ60周年記念事業
までとなっております。事務局へ19日（日）までに届きます様
「東国原英夫氏講演会」の開催中止について お申込みの方、お待ちしております！！
※東国原氏講演会は中止となりましたが
【次週例会のご案内】
基調講演・記念式典・祝賀会は予定通り開催致します 10月30日（木） 19：30～ あすぱる大崎にて
☆ハイライトよねやま 175号
プログラム「クラブ協議会」 担当：会長
☆「クリスマスフェアー」のご案内 （京セラ）
※プログラムが変更となっております
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特別養護老人ホーム ルーピンの里
施設長 福 留 利 郎
本日はまず自己紹介を兼ねて私が現在の
仕事に就いている理由を話したいと思い
ます。昭和48年5月12日生まれで今年厄年の41歳であり
ます。幼少期はここ大崎町菱田で生まれ育ちました。
菱田小学校、菱田中学校を卒業しました。その頃を思
い出すと、人をいじめるのが大嫌いで、小学校4年生の
時だったと思いますが、クラスメイトが仲間はずれに
しているのを見て許す事が出来ず、「こいつを仲間は
ずれにするなら僕をしろ！」と言った事がありました。
小学校5年生の担任から言われた「人を嫌いになればそ
の数の分自分も嫌われているんだぞ」という言葉は今
でも心に焼き付いています。その様な環境からか？仲
間はずれにされ遊ぶ友達のいない友達とは、分け隔て
ることなく仲良く遊んでいたと思います。
かっこよく言えば「弱きを助け強きをくじく」といえ
るかもしれません。そして今考えると、弱い人を助け
よう。困っている人に手を差し出そう。と福祉の道に
進んだ礎になったのかもしれません。中学に上がると
バレーボール部に入部しました。その頃の菱田中は先
輩後輩が厳しい時代でした。入部した理由は先輩と先
生の脅しに負けたんだと思います。入部したきっかけ
はその様な理由でもバレーの実力は菱田中学校として
は最高成績県大会3位という成績を残せました。また、
高校に入った後は3年生の先輩達を押しのけて1年生か
らレギュラーとなり3年生の先輩達の目標であった県
大会ベスト8に導いて喜んでもらえた事を思い出しま
す。この志布志高校バレー部で自分の人生を決める2人
の方と出会いました。
1人目は私が3年の時に1年生として入ってきたマネ
ージャーです。彼女は志布志高校英語科の1期生でした。
当時の英語科は頭のよい子ばかりだったと思います。
その英語科の女子がマネージャーになったのだから不
思議でしたが、一生懸命マネージャーを務めてくれま
した。そんな彼女は部活が終わるといつも足早に帰り
ました。「先輩より先に帰るマネージャーなんてあり
えないなあ？」と思いながらも、勉強があるからなと
あまりその事には触れた事は無かったんですが、ある
日その子と一緒に帰る事があって、「おまえいつも帰
るの早いなあ」と聞いてみました。すると彼女は「帰
って姉の世話をしなければならない」と言うのです。
「どうして？」と聞いてみると小学校の時の事を教え
てくれました。
ある日の朝お母さんから夕方は雨になるから、傘を
持って行きなさいね言われたが、姉はちゃんと持って
行ったが本人は持って行かなかったそうです。お母さ
んの言ったとおり帰りの時間になり大雨だったそうで
す。姉は自分の持って来た傘を妹に渡し自分はずぶ濡
れになりながら片道約3㎞を走って帰ったそうです。そ
の日の晩から姉は40℃以上の高熱が1週間以上続き、一
命は取り留めたが脳に障害が残ったそうです。小学校
4・5年生程度の知能はあるが18歳になった当時もそれ
以上の知能は無く人の世話が必要になったんだ。と教
えてくれました。「あの日、私がお母さんの言う事を

ちゃんと聞いていればこんな事にはならなかったの
だ」と悔いていました。姉の自由を奪ってしまった罪
悪感の様な感情を持っていました。この時自分の将来
について思いました。「何か自分を役立てたい」と福
祉の道に進もうと決めました。
そしてもう一人の人生を決めた人は高校バレー部の
顧問でした。最後の県大会で宿泊した宿の事です。進
路で悩んでいた、と言うよりもなるようになるかな？
とあまり自分の将来について考えた事がありませんで
した。その様な時に先生から「僕も東京の大学に進学
して帰ってきた。同じ学ぶなら東京に行け！日本の技
術、情報様々な最先端なのは東京だ」と教えられまし
た。確かに当時日本全国多くの学校がある中で社会福
祉士の国家資格の受験資格が取得できる数少ない福祉
の専門学校がありそこを選んで進学しました。この事
が私が福祉の道に進んだ大きな理由であります。
人生にはいろいろな分岐点があるんだと思います。
今の私の人生を決めさせてくれた2人との出会いが無
ければ今はありません。その学校で学んだ事。様々な
人との出会いと別れ、様々な経験が今の自分を作って
いると思います。
結びに皆さんは「福祉」という言葉の意味を考えた事、
若しくはどの様に理解していますでしょうか？私は職
員に対して「福祉」とは「幸せ」と訳するとわかりや
すいですよと説明します。私の働く法人は社会福祉法
人でありますが、訳すなれば社会が幸せになるための
会社と訳すとわかりやすいと思います。
今後ロータリークラブの一員として皆様方と共に地
域福祉の向上の一員となれば幸いに思います。今後と
も宜しくお願い致します。簡単ではありますが自己紹
介を兼ねまして会員スピーチとさせて頂きます。

地区大会会議タイムスケジュール
18 日(土)鹿屋市文化会館
Ｇ補佐・部門長・ｸﾗﾌﾞ会長・幹事合同協議会
9：30～ 受付
10：00
開会
11：10
閉会
第 1 本会議
11:45～ 受付・例会
12:30～ 開会
17：00
閉会
第 2 本会議
8：30～ 受付
9：00～ 開会
12：00
閉会
10 月 17 日(金)～19 日(日)地区大会会議以外の催し
登録者は下記の通りです。ご確認下さいませ。(
登録者は下記の通りです。ご確認下さいませ。(敬称略)
敬称略)
17 日(金)
大隅カントリークラブ
7：00 集合 7：30～例会
30～例会
ゴルフプレー：上村・楠田・白山・久徳（博）・平野
溝口・川崎・今福
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平野
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