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２０１２年７月２５日　第２０６５回例会　VOL. ４４　No. ４

■司　　会　ＳＡＡ 　田川　富男

■開会点鐘　会 　長   山崎　良三

■斉　　唱　それでこそロータリー

　　　ＳＬ　五十嵐　正

■出席報告

　
■本日の欠席者
矢田、黒瀬

■他クラブ出席者
黒瀬 (三原 RC)、新川 (地区 )

■ビジター
田中　正平殿 (第５Ｇガバナー補佐・横浜田園 RC)

藤井　　智殿

伊藤　早苗殿

■皆出席者表彰
五十嵐　正会員　　　　　　　19 年

新川　　尚会員　　　   　　 ９年

■会長報告
１）第５Ｇ第２回会長幹事会のご案内

日時　９月４日㈫午後６時 30 分～８時 30 分

場所　青葉台フォーラム青葉区青葉台 1-5-8

議題　・IM について

・2013 ～ 14 年度ガバナー補佐選出について

・クラブと取り組む事業について

　(緑、旭、あざみ各 RC)

２）国際奉仕活動に関するアンケート依頼

　アンケート回収期限　8/22 迄　

　担当　新川会員

３）クラブ米山奨学委員長会議

日時　８月 21 日㈫午後３時～５時

場所　メモワールプラザソシア 21

４）米山奨学生、学友夏季レクリエーション

日時　９月９日㈰７時 20 分集合

場所　横浜西口ホテルキャメロットジャパン

参加費　ロータリアン 10,000 円他は無料

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　８月 17 日㈮定款により休会

日時　８月 31 日㈮夜間移動例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　ビストロモラトール (瀬谷南台 )

日時　８月 27 日㈪夜間例会　

○神奈川ロータリークラブ

日時　７月 30 日月曜日

　　　点鐘　12 時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン５階

卓話者　高橋　忠生氏　

　　　　元日産副会長

　　　　県）経営者協会名誉会長

演題　モノづくりのグローバルな変革

　　　…自動車産業を題材にして

* 出席の場合はクラブ事務局までご連絡下さ

い。℡ 045-313-3651

本日の出席率    92.59％

本日の出席数     25 名会 　 員 　 数  　34 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三

Peace Through Service

(ＮＰＯ文化学習協同ネットワーク、

さがみはらパーソナルサポートセンター )
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■田中正平第５Ｇガバナー補佐挨拶　　　　

　皆様こんにちは、今期第５グループのガバ

ナー補佐を務めさせていただきます、田中で

ございます。

　前ガバナー補佐の関口さんに敬意をはらい、

私にとりまして初めてのガバナー補佐訪問を

貴クラブにさせて頂きました。

　現状はどのクラブも会員の減少に苦しんで

おります。会員数が 10 数名のクラブでは、奉

仕活動もままになりません。

　そこで今期の第５G として、グループ内各

クラブ間の交流を積極的に行い、助け合える

事、知恵の出し合える機会を設け、各クラブ

の活動支援の一助になればと考えております。

その節はご協力お願いします。

■ NPO 法人文化学習協同ネットワーク　　　
　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　正

　本日は NPO 法人文化学習協同ネットワーク

の伊藤さんと藤井さんを紹介します。この方

たちとのご縁は、２年前辻さんのお誘いで銀

座の交詢社 ( 福沢諭吉先生の創られた日本最

古の社交機関 ) で行われた一期一会という会

に出席し、その際の講師の先生が本日の文化

協同ネットワークの代表理事の佐藤洋作さん

でした。

　この協同ネットワークは今から 36 年前の

1974 年に佐藤代表が地域の父母の要請に応え

て学習塾から始められ、93 年には不登校の子

どもたちのためのフリースペースの開設、99

年に NPO の認可を受け、若者の支援プログラ

ムづくり、そして 2005 年には若者の自立支援

のための宿泊型訓練プログラムを厚生労働省

の認可を受け解説、一貫して子どもや若者支

援に取り組んでおられます。

　６月に代表の佐藤さんからお電話で、クラ

ブで活動の紹介と支援のお願いをする機会を

頂けないかとのご依頼を受け、辻さんと相談

しプログラム委員会と会長の了承を得て、本

日お越し頂きました。

【さがみはらパーソナルサポートセンター】
　　　　　　　　　　　　　　藤井・伊藤様

　私たちの直接的な願いとしては、就労等の

社会参加に困難をもつ、私たちの相談窓口に

来る若者たちに、「職場体験研修」の場を与え

ていただきたいというものです。ですが、よ

り根本的には、まち中で「やあ」と声をかけ

られるということ、「おい」と呼ばれる誰かが

身近にいること、遠くから手を振ってくれる

誰かがいる中で、彼らが、そして私たちが生

きていけるということなのだと考えています。

　「子ども・若者の心が壊れているのではな

い、人間と人間の関係性が壊れているのだ」

と、申し上げました。その「人と人との関係性」

を大切にしているロータリークラブのみなさ

んと、若者たちが・私たちが、「生きられるセ

カイ」を豊かにつくっていきたいと願ってい

ます。今後とも、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　（資料４頁参照）

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

田中　正平殿 ( 第５G ガバナー補佐 ) ／新年

度はじめてのクラブ訪問にお伺いしました。

これから１年間よろしくお願い申し上げます。

山崎　良三／①ガバナー補佐の田中正平様、

本日は忙しい中に我がクラブがトップという

訪問をいただき大変光栄です。②さがみはら

パーソナルサポートセンターの藤井智様、伊

藤早苗様ようこそおいで頂きました。本日は

よろしくお願いします。

関口　友宏／田中ガバナー補佐、ようこそ。

お厚い中ご苦労さまです。
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倉本　宏昭／①田中ガバナー補佐ようこそ。

１年間よろしくお願いします。② PSC の皆様

ようこそ。子ども若者たちのためのご努力感

謝です。

田川　富男／田中ガバナー補佐、旭ロータリー

クラブにようこそ。宜しくお願いいたします。

市川　慎二／本日、５階サンハートホールに

て旭区の教員研修会があり、私が部長の為、

早退させて頂きます。申し訳ございません。

吉原　則光／暑さ厳しい中の例会。よろしく

お願いします。充実したフォーラムを期待致

します。

新川　　尚／ガバナー補佐ようこそ！

千葉　和裕／本日、横浜市の工事、３本落札

しました！

後藤　英則／兄貴！きれいどころを前に鼻血

出すなんて中々のもんですぜ。

青木　邦弘／メダカ、４つ目の水槽に一匹生

まれました。

五十嵐　正／例会を２回お休みし、妻とイタ

リアに行ってまいりました。アフリカからの

40℃の熱波の中の観光でしたが、大変楽しかっ

たです！！

■会長フォーラム　　　　　　　山崎　良三

　今年度の予算について報告いたします。　

年会費 910 万円、入会金 10 万円を計上してお

ります。が、この計画は２名の新入会員があっ

ての計画です。２名の新入会員がないと、39

万円のマイナスとなります。

　地区協議会、IM 登録料も元に戻すと聞いて

おります。会員増強をしないと言っている訳

ではありませんので、ご理解をお願いします

　奉仕活動につきまして、

１）職業奉仕　　＝０円

２）社会奉仕　　＝ 10 万円 (区民祭り対応 )

３）新世代奉仕　＝３万円

　　(ガールスカウト２万・ボーイスカウト１万 )

４）国際奉仕　　＝０円

５）その他寄付　＝５万円

　メダカ、ロックコンサートにつきましては、

会員からの拠出で対応したいと思います。つ

きましては上記事情をお含みの上、活動計画

書の提出をお願いします。又、１カ月遅れに

なりますが、８月１日には活動計画書の発表

を予定しています。

■次週の卓話　　外部卓話
　　　　　　　　　　週報担当　川瀬恵津子

速報！旭ジャズまつり風景
　７月 29 日（日曜日）酷暑の中、大池公園で恒例の旭ジャズまつりが開催され、会員のみなさ

んの大宴会、そんな中に、先日例会にお見えになった、田中第５Ｇガバナー補佐も参戦。大変楽

しいひとときを過ごしました。（写真提供兵藤会員）
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【企業様からのよくあるご質問】
「どういった人がくるの ?」
⇒学校を出て、社会へとつながっていく「移行」がスムーズにできない若者や、一旦は社会に出たけど挫折
してしまって立ち止まってしまっている若者です。

「担当の人をつけて指導しなくちゃいけない ?」
⇒特別な扱いをされてしまうと、社会への踏み出しが困難になってしまう可能性がありますので、他の従業
員の方々と同様に接してくださると助かります。

「どうして扱っていいのか分からない」
⇒当センターは「伴走型支援」なので、面接、仕事初日や仕事体験最終日にはサポーターが一緒に伺います。
また仕事体験中のフォローやフィードバック ( 振り返り ) をいたしますので、ご安心ください。

「期間はどれくらい ?」
⇒最長で 20 日ですが、1 企業様のご都合を伺いながら決定します。

「短い時間でもいいの ?」
⇒短い時間でも大丈夫です。企業様のご無理のない範囲でのご協力をお願いします。

「仕事内容は ?」
⇒同じ作業の繰り返し、体を動かす単純
作業から。個人の能力経験に合わせてご
相させてください。

「労災は ?」
⇒実習中の事故に関する補償は、NPO 保
険で、カバーいたしますので、企業様で
ご負担いただくことはございません。

「賃金や交通費を支払う必要があるので
は ?」
⇒お支払は不要です。ご不明な点がござ
いましたら、お問い合わせください。


