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 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.15

　みなさんこんにちは。本日は地区補助金事業計画とし
て社会福祉法人共生会様にミニエンドレスシーラーの
贈呈を行います。共生会様ではパンやクッキー、ラスク
などの食品製造を行っておられます。以前は1個ずつ圧
着作業を行っていたため、作業時間がかかり作業に慣
れた障がい者にしか従事できませんでしたが、ミニエン
ドレスシーラーを導入することで、拝送コンベアーがつ
いているため比較的簡単に作業に従事することができ、
温度も制御でき安全に作業ができるとのことです。また
作業時間も今までの半分程度で仕上げられるとのことで、
従事する障がい者の負担も少なくなるとお聴きしておりま
す。後ほど施設長の太田秀夫様には事業内容などのお
話をいただけることとなっております。太田様よろしくお願
いいたします。
　地区補助金は地区やクラブが計画したプロジェクトを
支援するものです。地域社会や海外でも利用することが
できます。単年度事業で、年度開始前に申請し、年度内
に終了・報告書を提出しなければなりません。クラブの
規模によって金額の上限がありますが、総事業の半額ま
でを財団より支援していただけます。
　地区補助金は、3年前の年次寄付の25％と、恒久基
金の前年度の50％が当てられ、地区およびクラブが参
加したいと思う人道的、教育的活動に使用することがで
きます。地区の全会員が平均＄100／年を寄付されます
と地区補助金は恒久基金の利益を含め約9万ドル（約
1,100万円）になります。今後も補助金を活用し支援して
まいりたいと思いますので財団への寄付のご協力もお願
いします。
　最後に会社、業界などでの事業がございましたら、共
生会様のラスクなどのご注文もよろしくお願いいたします。

ゲスト  杉本富太郎様、太田　秀夫様
ビジター  加藤　康雄君（富士宮西）
他RC出席  内村君（10.16勝浦）、寺田君（10.20沼

津北）

欠席者（4名）
服部君、望月君、鈴木君、渡邊
（洋）君
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11月6日（金）
　新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　三好　勝晴君

会員誕生日　金子　曉生君
結婚記念日　三好　勝晴君

11月13日（金）
　地区大会報告

10月合計　48,000円
東君…妻の誕生日のお祝いをありがとうございます。
石渡君…先日奥村君・渡邉雅昭君に大変お世話になり
ました。感謝。
積君…清さんにいろいろお世話になりました。
渡辺（芳）君…本日金婚式です。
山口君…元気になりました。3週間ぶりの例会です。

１ ．11/7（土）地区大会in甲府のご案内
　＊参加者のみポストイン
　⇒ バス集合時間は午前6：20
　　＠沼津駅北口ロータリー・時間厳守でお願いします。

 社会福祉法人共生会　総合施設長　太田　秀夫様
　この度は、食品の包装用機材ミニエンドレスシーラ
ーをご寄附いただきありがとうございます。きさらぎでは、
毎日パンやクッキー・ラスクなどの食品製造を行い、1
日に500～800個の包装を行っておりますが、1個ずつ
圧着作業を行っているため作業に慣れた障がい者でも
3～4時間かかっておりました。ミニエンドレスシーラー
を導入することで、拝送コンベアーがついているため比
較的簡単に作業ができ、約半分の時間で仕上げられる
ので負担が少なくなります。これからもより良い商品をよ
り安全に製造できるようにしていきたいと思っています。
　社会福祉法人共生会は、障がいを持っていることで
差別や偏見をもたれることのない社会づくりを目指し、
あたりまえの生活ができることを願い本人・家族・地域
みんなで設立した法人です。平成10年12月に社会福
祉法人化しましたが、前身は家族会の運営する作業所
で、昭和58年に開所しています。社会福祉法人を設立
しようとした際、社会福祉法人自体がよく分からず、そ
の定義を学んだ思い出があります。

　社会福祉法人の設立には基本財産が1億円以上とい
う基準があります。土地取得には補助制度はないので
すが、法人設立を前提に建設補助が受けられることを
知り、約1億円の施設建設を申請しました。その補助は
国が2分の1、県は4分の1、残りの4分の1は設置者負
担となります。補助対象にはならない土地や設計費など
を加えると約5,000万円が必要になります。各新聞社な
どへの報道依頼や街頭募金活動を行い、多くの方 よ々
り4,300万円ものご寄附をいただき、社会福祉法人を
設立することができ、家族の運営から国の定める施設
に切り替え、今の基礎となる形となりました。
　全国の社会福祉法人は2万か所ほどの保育園や障が
い者施設・老人施設を運営しています。現在は規制緩
和などもあり、ＮＰＯ法人や株式会社も福祉の運営が
できるようになりました。最近、新聞などで社会福祉法
人が資金をプールしていると報道されています。社会福
祉法人は税金面や自動車税の減免・固定資産税の減
免などの優遇があります。しかし、ＮＰＯや株式会社に
はないため、同じ事業を行っているのに平等でないとい
う意見があり、社会福祉法人の税法上優遇措置をしな
い方向に論議されています。一方、社会福祉法人は収
益を上げるための事業ではなく社会的に弱者といわれ
る方々の支援をする事業です。そのため税制法上の優
遇措置が今まであったともいえるのです。しっかりとした
職員の身分保障を行い不測の事態にも備えることが、よ
りよいサービスを提供するための基礎ともなります。今
後、制度がどのように変われど障がい者に対する支援
は変わらないと思っております。今後もぜひ社会福祉の
ご支援を引き続きお願いいたします。
 ※紙面の都合により一部を要約して掲載しています。

　沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペが開催されました。当日
は見事な秋晴れで、気温もちょうど良く、気持ち良く汗を
流せたことと思います。4ＲＣの総参加者数は53名で、
うち沼津ＲＣは13名の参加をいただきました。
　クラブ別の順位は第3位に終わりましたが、個人成績
では、三好君が3位に入賞されました。おめでとうござ
います。参加された皆様、お疲れさまでした。

参加者　三好君、森藤君、山本君、吉野君、石川（三）
君、杉山君、實石君、内田君、藤田君、勝呂君、大
村君、大友君、峯尾君

◆第5回定例理事会
　2015.10.23（金）　13:35～　出席者13名
【報告事項】
① 第2回クラブ協議会（11/20）について　•発表者は
各常任委員会委員長のみで、時間延長はしない•各
小委員会委員長は、発表用原稿を各常任委員会委
員長に提出し、発表はしない
② 次回例会にて吉野Ｒ財団委員長よりＲ財団寄付金の
お願いをする予定

【議事】
１ ．11月例会プログラムの件　承認
11月13日 地区大会報告
11月20日 第2回クラブ協議会
11月27日 経営の原点について

　　　株式会社　かいけい村
 代表取締役　　村田　忠嗣様

12月4日 年次総会　団欒例会

２ ．職業奉仕リーダーシップ賞の件　「推薦者なし」と
回答することで承認
３ ．「千本をよくする会」道具置場許可申請の件
　例年通り許可申請・確約書提出することで承認
４ ．11/29（日）沼津北ＲＣ創立55周年記念式典祝儀
の件　森藤会長、内田前幹事が出席、祝儀は1万円
×2人＝2万円で承認
５ ．12/18（金）忘年家族会の件　細澤親睦活動委員
長より計画案（プログラム・予算）の説明があり承認
６ ．桐陽高校ＩＡＣの件　近日中に野口Ｇ、内田ＩＡ
小委員会委員長に森藤会長名で「インターアクトクラ
ブの提唱について」という文書を出し、2016年1月
に国際Ｒ日本事務局に認定申請書を提出し、2016
年2月か3月の土日に結成式を開催する予定で承認
７ ．ＲＩ国際大会（inソウル・2016.5.28～6.1）の
件　強い参加要請が来ており（積ＰＧなどに対し）、参
加者を極力増やす方向で取組む、飛行機チケット・
ホテルの個別手配は困難な状況で旅行代理店経由
での手配が現実的

理事会だより

未
来
の
夢
計
画 

贈
呈
式

　「未来の夢計画」事業として、社会福祉法人
共生会様へミニエンドレスシーラーを寄贈する
にあたり贈呈式が行われ総合施設長の太田様
よりご挨拶をいただきました。

沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペ

2015.10.25（日） 於：新沼津カントリークラブ
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