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　皆さん、こんにちは。本日は、Ｒ財団の未来の夢計
画の地区補助金事業の贈呈式であります。Ｒ財団は、
1917年、アトランタでの国際大会で、アーチＣ. クラン
フが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕
の分野でよりよいことをするために基金をつくろう」という
提案をしたことに始まり、今年で100周年を迎えます。
　財団への寄付は、年次寄付、恒久基金寄付、使途指
定寄付の三種類ですが、地区補助金の財源は、3年前
の年次寄付の25％と、恒久基金の前年度の運用収益の
50％が充てられます。私たち会員の寄付が私たちの活
動に戻ってくることになります。
　今年の地区補助金事業の贈呈先は、社会福祉法人輝
望会が運営する重度心身障害児者の生活介護事業所「ミ
ルキーウェイ」の活動を支援するものです。
　静岡県駿東・田方地区には、医療的なケアの必要な
方が通所する施設がないために、障害児者を抱える家
族から、日中安心して通える施設が欲しいという運動が
起こり、駿東・田方圏域10市町の協力の下、沼津市が
土地を提供し施設が整備されました。
　「ミルキーウェイ」では、現在成人を対象とした生活介
護事業、就学前の児童を対象とした児童発達支援事業、
学齢期の児童のための放課後デイサービスを実施してい
ます。今回贈呈します「スヌーズレン」は、障害を持たれ
た方が光と音を使って視覚・聴覚・触覚等の五感を刺
激し、心地よさ・安らぎ・楽しみ等を得ることで、精神的、
身体的緊張を和らげていくものです。財団への寄付は、
私たちの活動に戻ってきます。Ｒの活動が市民の方に見
えるようにしていきましょう。

ゲスト  池谷　　修様（輝望会）
 原　　邦人様（ミルキーウェイ）

ビジター  加藤　康雄君（富士宮西）
 名取　賢吉君、一杉　泰博君（沼津北）

他ＲＣ出席  峯村君・渡邉（洋）君（9.20沼津北）、能
見君（9.21富士）、上田君・渡邉（洋）君
（9.22沼津西）

欠席者（7名）
金子君、長橋君、能見君、清君、
内田君、渡邉（秀）君、渡邉（洋）君
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9月30日（金）
　外部卓話「高尾山古墳について」
 沼津市教育委員会　次長　　井原　正利様
 主任　　小崎　　普様

配偶者誕生日　長橋千枝子様（秀行君）、
　　　　　　奥村美佐子様（茂春君）

10月7日（金）
　外部卓話「日本の食品の表と裏」
 ユタカフーズ株式会社　営業課長　　羽戸　　真様

東君…輝望会 池谷さん、ミルキーウェイ 原さん、
本日よろしくお願いします。
渡辺（芳）君…妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…10/4（火）は10/2（日）
 ウォーキング例会
　　　　　　　10/11（火）は特別休会
　　　　　　　10/25（火）はＧ補佐公式訪問
 （夜間：音楽会）
　沼津柿田川…10/10（月）は祝日休会
　　　　　　　10/17（月）は10/23（日）早朝例会
　　　　　　　10/24（月）は10/28（金）合同例会
　　　　　　　10/31（月）は11/3（木/祝）
 グラウンドゴルフ大会
　富　士　宮…10/10（月）は祝日休会
　　　　　　　10/24（月）は夜間例会
 2クラブ合同例会
　　　　　　　10/31（月）は特別休会
　富 士 宮 西…10/7（金）は外部事業所見学
 高砂酒造
　　　　　　　10/21（金）は10/24（月）合同例会
 ＠パテオン 18:30点鐘
　　　　　　　10/28（金）は10/30（日）ミツバ
 ツツジ植樹例会＠朝霧アリーナ
２ ．9/24（土）米山梅吉記念館秋季例祭
　⇒ 積ＰＧ・石川会長・山口君・細澤君・東君 5名
参加予定

３ ．2016-17年度静岡第3分区ＩＭ事業「エコ
サッカーボール事業ご協力のお願い」
　⇒ 詳細・参加表は卓上配布（要回覧）、特別ご招
待券を受付で配布

第1回クラブ協議会❸
奉仕プロジェクト リーダー　細澤　哲哉
　昨年度は桐陽高校ＩＡＣの設立等対外的な活動
が目立ちましたが、今年度は沼商ＩＡＣ並びに沼
津ＲＡＣの活動の見直し、また、千本をよくする会
等にも引き続き積極的に参加していきます。地区の
重要事項とされた「危機管理」について、徹底した
管理を行うべく勉強会等を実施し、その必要性をご
理解いただきたいと考えます。よろしくお願いします。
青少年　昨年桐陽高校ＩＡＣを立ち上げ、2/14認
証式を開催しました。今後、国際理解と奉仕を体現
していく活動を応援し、千本をよくする会等、共に
活動する場も作ります。国際理解のためＲＣが提供
する留学システムを利用していただきたいのですが、
事前の準備が必要です。ＩＡＣがメンバーを増や
し積極的な活動ができるよう手助けしていきましょう。
職業奉仕　職業奉仕はＲＣの一番の基本と考えま
すが、十分に理解をされてない会員もいらっしゃる
と思われます。今年度は、皆様が周知され、また
実践できるよう地区セミナー等の報告や、職業奉仕
の機会を作り奉仕の理解を深めていただけるよう実
施していきますので、ご協力をお願いいたします。
社会奉仕　地区大会の「超我の奉仕」についてのセ
ミナーに、皆様ご出席いただき、社会奉仕の理解
を深めていただきたいと思います。千本をよくする
会、沼津駅前花壇の清掃、夏まつりクリーン作戦
について変わらぬご協力をよろしくお願いします。
国際奉仕　国際奉仕活動は、ロータリアンが国際
理解や親善を推進するために大きな役割を担う活
動です。今年度下記3項目を皆様のご協力を得て
活動してまいります。①青少年交換プログラムのＰ
Ｒと推進②Ｒ友情交換プログラムのＰＲ推進③国
際奉仕事業の推進。

奉仕プロジェクト リーダー　細澤　哲哉

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

社会福祉法人　輝望会　　　　　
ミルキーウェイ　原　邦人様

　今回沼津ＲＣ様には、社会福
祉法人輝望会生活介護事業所ミ
ルキーウェイの日中の活動で行う
スヌーズレンで使用するための物

品一式を寄贈していただき心よりお礼申し上げます。
　ミルキーウェイは、重症心身障害児（者）が日中
通うことのできる施設の数が少なく、多くの方たち
が遠方の施設や病院に入院したりすることが多く、
特に医療的ケアの必要な方は施設へ通うこともでき
ず在宅での生活を余儀なくされている現状があるこ
とから、駿東・田方地区に在住する重症心身障害児
（者）のご家族から、日中安心して通える施設が欲し

いという運動を始めたのがきっかけとなりました。
　平成21年7月沼津市より、重症心身障害児（者）
の通うことのできる施設を創設したいというお話を
いただき、駿東・田方圏域10市町の協力のもと、
沼津市が土地を提供し施設整備と事業運営を輝望
会で行うことになり、平成24年4月に開所しました。
　今回寄贈していただいた物品は、スヌーズレン
を行うためのもので、スヌーズレンとは、どんなに
障害が重い人たちでも楽しめるように、光、音、に
おい、振動、温度、触覚の素材を組み合わせたも
のです。ミルキーウェイでは、利用されている重症
心身障害児（者）の方たちが、より安心して安定した
生活が日々送れるように、この活動を通して実践し
ていきたいと考えています。また、重症心身障害児
（者）の方たちが、どんなに重い障害を持っていても
毎日を精一杯有意義に過ごしているということを多
くの皆様に知っていただきたいと思っています。
　また、このスヌーズレンは障害を持っている方だ
けではなく、認知症高齢者や一般の多くの方たちに
もリラクゼーションの一つの方法として認知していた
だけたらと思い、今回ＲＣ様より寄贈していただい
たことは、今後の私たちの活動に大変有効なものと
なりました。感謝申し上げます。

補助金プロジェクト

「未来の夢計画」贈呈式
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