
第 1742 回例会 

9 月 10 日 №10 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ＜社会福祉事業団 宮崎 孝司氏＞ 

             

     

常務理事兼事務局長 

      例会での卓話のご依頼を頂きましたが、福祉 

     関係では、松が丘園の二宮課長がベテランです 

ので、本日は 2 名でお伺いさせて頂きました。 

     私は市役所を 2年前に定年退職して、福祉事業 

     団に参りましたので、この事業団の概要だけ紹 

介させて頂きます。 

 障害者支援センター松が丘園は、相模原市社

会福祉事業団として故・舘盛市長が平成 7年に

立ち上げました。市の組織ではなく、市から委

託された福祉事業です。その後、時代の流れの 

中で新事業体系への移行に伴い、多機能型事業

所として再編されました。 

 今朝のニュースで、静岡県の障害者の団体が 

     

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜松が丘園 二宮 淳氏＞ 

     

 

宮崎 孝司 

収入確保のため、地域の特産「三ヵ日ミカン」 
を活かしたポン酢を製造して売り出し、ヒット 
商品になっているとのことでした。 

この障害者の団体は、これまで自動車部品の 
組立で生計を立てていたが、リーマンショック 
後に仕事が激減し、みかんの耕作放棄地に目を 
つけて、現在では 6 件の農家から畑を借りるま 
でになり、時給も上ったそうです。 
 我々も何とか知恵を出して、障害者の自立に 
助力できないだろうかと思っております。本日 
は障害者の雇用や、彼らの作ったいろいろな製 
品や食品などのＰＲもさせて頂きたく、宜しく 
お願い致します。     （概要にて掲載） 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

    地域支援課長         二宮 淳 

 本日は資料として、「Hokkori Handmade」のカ 

タログをお持ちしました。色違いで 3部あります 

が、これは相模原市の南区・中央区・緑区の 3つ 

区にある、各障害者施設で作っている品々のパン 

フレットです。ぜひ見て頂いて、皆様の会社での 

記念品などにご利用頂ければと思います。数や予 

算などは検討致します。 

 では社会福祉事業団の事業内容について、お話 

しさせて頂きます。 

 

＜社会福祉事業団の目的＞ 

 相模原市と連携し、相模原市の社会福祉事業の 

推進を図り、広く市民福祉の向上と増進に寄与 

することを目的とした社会福祉法人。 

 

＜社会福祉事業団の事業＞ 

・障害者支援センター松が丘園 

・けやき体育館 

・療育センター第三陽光園（成人の部門） 

 現在は障害福祉分野を専門としています 

 

＜障害者とは＞ 

・身体障害（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、 

 内部障害） 

・知的障害（知的障害、自閉症の一部、ダウン症 

 の一部） 

・精神障害（総合失調症、うつ病） 

・その他障害（発達障害、高次脳機能障害、難病） 

 

＜事業団で取り組む主な事業内容＞ 

○就労支援 

・職員による企業開拓 

・長期間の定着支援 

○生活介護 

・医療的ケア 

・重症心身障害者支援 

○相談支援 

・あらゆる相談に対応 

○事業所支援 

・福祉研修センター 

・共同受注窓口 

 

 

 

＜障害者雇用を行うにあたって＞ 

・法定雇用率 2.0％（H25年～） 

・101人以上の企業が納付金対象に（H27～） 

・精神障害者も雇用率のカウントに（H30～） 

○就労者センターでは、事業主の皆様を前面的に 

 バックアップします。 

○ジョブコーチを派遣して、事業所の中で直接、 

 障害者に作業指導を行います。 

○退職するまで、ずっとフォローアップを行います。 

（概要にて掲載） 

 

  

                川合 貞義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、私は会長職で、仕事の一線からは離れて 

いますが、来年 2014年に会社が創立 50周年を迎 

えるため、新たなＨＰを作りましたので、その資 

料をお持ちしました。 

当社の歩みを短く紹介させて頂きます。当初は 

矢部に、(有)相模商会として設立しました。その 

後、千代田に移転し、1971年に相模医科工業㈱へ 

社名変更し、事業内容を拡張しました。 

 1980年に現在の横山に本社を建て、1982年に 

グループ会社、(有)北相サプライを設立し、北里 

大学病院の材料減菌室業務を開始。 

 1989年にグループ会社、㈱ヘルスケアさがみを 

設立し、在宅医療用品の店舗販売をしています。 

 2004年に埼玉県所沢市に西武物流センターを 

新築し、消毒室も設備しました。 

 2005年に東京千代田区神田にビルを購入して、 

2006年に社長を交代し会長となりました。来年 

2014年には 50周年記念式典も予定していますの 

で、よろしくお願い致します。（要約にて掲載） 

 



 

      

 

     

●瀬戸会長、豊岡幹事 

①本日、卓話をお願いします相模原市社会福祉事 

 業団の宮崎様、ようこそお越し下さいました。 

 よろしくお願い致します。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③川合さん、ショートスピーチ楽しみにしています。 

●瀬戸 裕昭会員 

 本日は家内の誕生日祝を戴き、有難うございま 

 す。先日の 9 月 3 日、私たち夫婦はおじいさん、 

 おばあさんになりました。その日を境に、おじ 

 いさんはくたびれ、おばあさんは益々パワフル 

 になってしまいました・・。 

●金沢 邦光会員 

①妻の誕生日祝を戴き、有難うございます。今、 

 岩手に帰省していますので、1 週間独身貴族を 

 楽しんでいます。 

②瀬戸会長、お孫さんの誕生、おめでとうござい 

ます。奥様と同じ月の生まれになりましたね！ 

●丸子 勝基会員 

家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 

●佐々木 裕会員 

     家内の誕生日をお祝頂き、有難うございます。 

     忘れておりました。危なく、何かを言われると 

     ころです。 

    ●竹田 繁会員 

    ①相模原市社会福祉事業団・常務理事兼事務局長 

     宮崎孝司様、本日は卓話宜しくお願い致します。 

    ②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①ゲスト卓話の宮崎様、宜しくお願い致します。 

②本日、ご夫人誕生日を迎えられた皆様、おめで 

 とうございます。共に健やかにお過ごし下さい。 

●老沼 秀夫会員 

①ご夫人誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ゲスト卓話の宮崎様、宜しくお願いします。 

●最住 悦子会員 

     9 月の奥様のお誕生日祝の皆様おめでとうござ 

     います。 

 

 

●田所 毅会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様 おめでとうございます。 

②ショートスピーチ、川合さん、よろしく！ 

●神田 達治会員 

①重陽が過ぎ秋本番です。秋桜（ｺｽﾓｽ）、薄（ｽｽｷ） 

の花、好きです。 

②川合さん、ショートスピーチご苦労様です。 

③ゲスト卓話、市社会福祉局長の宮崎様よろしく 

お願いします。 

④ご夫人誕生日の皆様、おめでとうございます。 

●加賀 治夫会員 

 またまた来ました！  

●小野 孝会員 

①ゲスト卓話の宮崎様、よろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●西島 満会員 

 9/7 日セラピー犬参加の皆さん、お疲れ様でし 

 た。おばあちゃんの笑顔が忘れられません。 

 これからもよろしくお願いします。 

●江成 利夫会員 

①ご夫人誕生日祝の方々、おめでとうございます。 

②ショートスピーチの川合会員、宜しくお願いし 

 ます。 

●佐々木 敏尚会員 

 ご夫人誕生日を受けられる丸子さん、瀬戸さん、 

佐々木さん、金沢さん、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①相模原市社会福祉事業団、宮崎様、ゲスト卓話 

 宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

③川合さん、ショートスピーチ楽しみです。 

●櫻内 康裕会員 

①ゲスト卓話の宮崎様、ようこそ。卓話よろしく 

 お願いします。 

②川合さんショートスピーチ宜しくお願いします。 

③お祝の皆さん、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①福祉事業団の宮崎様、卓話宜しくお願いします。 

②川合さん、スピーチ楽しみにしています。 

③申し訳ありませんが、所用のため早退致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先週 9 月 7 日(土)に行われました第 1 回目の奉 

仕活動の報告を致します。 

特別養護老人ホーム『はあとぴあ』にて、予定 

通り行いました。麻布大学から鹿野先生始め、8 

名の学生とボランティアの参加もあり、セラピー 

犬も当初予定していた 3 頭が 5 頭になりました。 

    『はあとぴあ』からも当日参加人数の変更があり、

20 名から 25 名と増えました。 

     市役所からは、健康福祉局保険高齢部高齢者支 

援課の椎名課長、鈴木担当課長もわざわざ見学に 

来て頂きました。また相模経済新聞の取材もあり、 

それなりに形づいたと思います。 

     10：00 開始、11：00 終了予定ですので、少々 

時間が足らないのではと心配しておりましたが、 

岩崎理事長の計らいもあり、多少のズレは OK と 

の事で安心しました。 

     プログラムは 1 時間コースで、シンプルなもの 

でした。(ふれあい＋全体ゲーム＋ふれあい＋写真 

撮影) ほぼ予定通り 11 時少し廻った頃に、終了 

しました。 

     帰りの際、岩崎理事長から深々と頭を下げられ 

てお礼を言われました。参加者皆さんの笑顔や、 

理事長の感謝の気持ちを感じた時、月並みではあ 

りますが「よかったなぁ」とつくづく思いました。 

     また昨日、『はあとぴあ』の職員の方がわざわ 

ざアンケートを持って来て下さいました。早速の 

ご対応に感謝するばかりです。すぐに鹿野先生に 

お持ちしたいと思います。 

 

 

 

今回の活動の中で反省点が、いくつかあったよ 

うな気がします。まず挨拶などの言葉はもっとゆ 

っくり大きな声で発声しなければと思いました。 

それと入所者（参加者）との会話の際、同じ目線 

で対話しなければいけないようです。（相手も良 

く聞こえないし、我々も何を要求しているのかが 

解りづらかった。） 

入所者の中には、どんどんアピールされる方と、 

アピールはするものの途中でやめてしまう、諦め 

てしまう方がおり、臨機応変に対応する必要があ 

ると感じました。今までの経験としては、支援級 

在籍児『わたげ』との活動がありますが、あの時 

は児童と私達の間に両親やご家族がいました。 

今回は職員の方々がいるものの、5～6 名程度、 

もう少しクラブ会員が積極的に会話（対話）が出 

来たらと感じました。 

次回は 11 月に大野台にある『シルバータウン 

相模原 特別養護老人ホーム』にて、訪問を予定 

しております。先程の項目を意識して、次回に 

臨めればと思います。まずは奮っての会員の参 

加を宜しくお願いします。 

 

＜当日の活動内容＞ 

時間 活動内容 備考 

10:00～ 自己紹介 

得意技披露 

 

10:10～ ふれあい ふれあいや芸をみせたりする 

臨機応変に要望に応える 

10:30～ 全体ゲーム ワンコとお月見ゲーム 

10:40～ ふれあい ふれあいや、コマンドを出し

てもらって、一緒に楽しむ 

10:55～ 挨拶 

お手拭き 

ウエットティシュを配布 

＜参加者＞ 

麻布大学：セラピー犬 5頭 

コーディネーター1名 

犬ハンドラー5名 

サポート 4名 

相模原中 RC：会員 12名 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ロータリー財団月間（11 月）卓話について 

財団月間の卓話を受付致します。尚、月間以外 

の卓話も受付します。地区財団委員長をご希望 

の場合は具体的な内容を明記下さい。財団学友 

をご希望の場合は、夜間例会にお声掛け頂きた 

くお願い致します。回答締切：9月 13日 

②次年度ＤＤＦ方針説明・奉仕プロジェクト事例 

紹介セミナーのお知らせ 

     ガバナーエレクトより、次年度の方針説明と具 

体的な事例を紹介しながら研修致します。各ク 

ラブより会長エレクト、奉仕プロジェクト委員 

長、財団委員長のご出席をお願い致します。 

 日時：9月 21日（土）14:00～16:30 

 場所：かながわ女性センター 締切:9 月 11日 

 

例会プログラム 

９月１７日卓話 佐々木 敏尚会員 

  ２４日夜間例会 

     18:30 点鐘「小田原屋」 

    例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

     ゲスト  常務理事兼事務局長 宮崎孝司氏 

          地域支援課長    二宮 淳氏 

            （相模原市社会福祉事業団） 

出席報告 

 

     

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・丸子 勝基ご夫人 ９月 １日 

・佐々木 裕ご夫人 ９月１４日 

・瀬戸 裕昭ご夫人 ９月１５日 

・金沢 邦光ご夫人 ９月１９日 

 

＜お祝ショートスピーチ    金沢 邦光＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

妻の誕生日祝を有難うございます。綺麗な花 

を戴きましたが、現在、妻は岩手に帰省中で、 

私も明日から海外出張なので、枯らさないよう 

にしないと・・。 

 妻はまだ 40代ですが、50肩になったらしく、 

私もぎっくり腰になったりしています。子供も 

いなくて、2人きりなので、これからも仲良く 

やっていきます。     （概要にて掲載） 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２４名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

０名 １００％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

