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第3206回例会	 2017.9.29

 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.10

　皆さん、こんにちは。9/16（土）公益財団法人米山梅
吉記念館理事長に積パストガバナーが就任されました。
米山梅吉記念館秋季例祭には多数ご参加いただき感謝
します。翌週の9/23（土）にはサントムーンにおいて4ＲＣ
合同ポリオ撲滅街頭募金を総勢84名で開催できました。
当クラブでは沼商、桐陽高校のＩＡＣの23名の皆さん
と一緒に新しい黄色いベストで活動ができました。ご都
合がつかなかった方も写真をご覧いただき募金は継続し、
10/24が世界ポリオデーですのでその間撲滅活動を引き
続きよろしくお願いします。
　さて、本日は特定非営利活動法人プラサーザ大泉 長
澤理事長、山本所長にご足労いただきました。Ｒ財団の
地区補助金事業の贈呈式をさせていただきます。卓話も
いただきますのでどうぞよろしくお願いします。また9月最
終例会ということで理事会もございますが、沼津ＲＣ細
則第3条第4節1項に、「会長は、9月最終例会において、
次年度の理事および次々年度の指名委員を任命すること
を求め、その選任方法につき会員の同意を得た上でこ
れを選考し、その例会もしくは10月の第一例会において
これを任命する。指名委員は、元会長から若干名、理事

（現会長、幹事を除く）から若干名とする」ことになってお
ります。指名委員の選考方法については恒例により会長
一任となっていますがよろしいでしょうか。会長一任の同
意を得ましたので、指名委員として次の方々を任命させ
ていただきます。渡邉雅昭君、奥村茂春君、山口和一君、
森藤恵二君、細澤哲哉君、以上5名の方を任命させて
いただきます。委員の皆様、選考をよろしくお願いします。

ゲスト  長澤　英代様（プラサーザ大泉理事長）、
 山本　佳昭様（プラサーザ大泉所長）

ビジター  望月　浩幸君（富士宮）

他ＲＣ出席  東君・細澤君・石川（秀）君・村上君・大村
君・積君・山口君・山本君・吉野君（9.16米
山梅吉記念館秋季例祭）、石渡君・實石君

（9.21沼津西）、山本君（9.25沼津柿田川）

欠席者（7名）
實石君、三好君、望月君、能見君、 
渡邊（洋）君、山口君、山本君
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10月6日（金）
　米山学友卓話「米山奨学生として経験できたこと等」
 米山奨学生　　鐘　　佑希様

配偶者誕生日　渡邊佐和子様（洋二郎君）、
　　　　　　髙地　明子様（尚之君）
　　　　　　東　　裕子様（宗徳君）
結婚記念日　白壁　浩之君、渡辺　芳彦君、
　　　　　　髙地　尚之君

10月13日（金）　祝日休会
10月24日（火）
　沼津4ＲＣ合同夜間例会（18:30点鐘）

ご挨拶
　　プラサーザ大泉
 理事長　　長澤　英代様

卓話 【地区補助金事業贈呈式】

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…10/9（月）は祝日休会
　　　　　　　10/23（月）は10/22（日）早朝例会
　　　　　　　10/30（月）は10/24（火）夜間例会
　沼　津　北…10/10（火）は休会
　　　　　　　10/24（火）は夜間例会
　沼　津　西…10/12（木）は祝日週休会
　　　　　　　10/26（木）は10/24（火）
 沼津4ＲＣ合同例会
　富　士　宮…10/9（月）は祝日休会
　　　　　　　10/30（月）は10/27（金）夜間例会
　長　　　泉…10/11（水）は移動休会
２ ．米山梅吉記念館賛助会員募集のお知らせ
３ ．10月のロータリーレート　1ドル＝112円
４ ．沼津ＲＣ創立65周年記念誌・2016-17石川年度

事業報告書　配布

9月合計　19,000円
渡邉（雅）君…おかげさまで65年史が完成しました。こ
れで実行委員長任務完了です。
渡辺（芳）君…乗り遅れの妻の誕生日祝いありがとうご
ざいます。
吉野君…プラサーザ大泉 長澤理事長、山本所長、ご
足労いただきありがとうございます。4ＲＣ合同ポリオ
撲滅街頭募金無事終了しました。10/24ポリオデーで
す。よろしくお願いします。

　特定非営利活動法人プラサーザ大泉は、平成11年4
月身体障害者作業所・大泉作業所として、利用者の居
場所を作ってやりたいという前理事長の切なる思いを
もって発足いたしました。
　プラサーザは梵語から来た言葉です。互いに生活す
ることにより両者に大きな価値が生ずるところ＝道場＝
自他を問わず互いが深く信頼し心を寄せ合うところの意
味ですが、大泉設立当時の前理事長の思いがこの名
を表しております。
　就労継続支援Ｂ型サービス事業所とは、障害者総合
支援法に基づく障害福祉サービスの事業所です。企業
就労が難しい身体・知的障害者に下請作業・自主製
品開発（縫製品含む）などの働く場を提供し、特性・能
力に応じた職業的作業と訓練等の機会を与え、就労に
必要な知識や能力を身につけることにより自立への助
長をはかります。日常生活を楽しむことによって、自分
自身の障害を乗り越え、強い意志と実行力によって社
会自立する自信を持つ。それが、プラサーザ大泉が目
標としていることです。

　千本公園の清掃活動が、10/1（日）行われました。ポ
リオ撲滅募金に引き続き黄色いベストでの活動で、対
外的にも良いアピールになったのではと思います。参加
者の皆様、お疲れ様でした。

参加者　山口君、細澤君、寺田君、奥村君、峯尾君、
石川（三）君、大友君、道前君、渡辺（好）君、石渡君、
東君、塚本君、向坂君、森藤君、杉山君、積君、吉
野君、石川（秀）君、事務局鈴木さん、山口湊太様、
山口ゆいり様、大場さやか様（沼商ＩＡＣ顧問）、石渡
三代子様、積邦子様、深瀬和彦様

千本をよくする会
◆第4回定例理事会
　2017.9.29（金）13:35〜　出席者14名

【報告事項】
１ ．8/4（金）前会長・幹事慰労会ならびに会長・幹事

激励会収支報告
２ ．米山梅吉記念館理事長に積ＰＧ就任の件
３ ．9/23（土・祝）沼津4ＲＣ合同ポリオ撲滅街頭募金

活動報告　⇒募金総額 90,376円
４ ．事務局冷蔵庫買い替えの件

【議事】
１ ．10月例会プログラムの件　承認

10月13日 祝日休会

10月24日 沼津4ＲＣ合同夜間例会（18:30点鐘）

10月27日 外部卓話「オープンイノベーションで
未来の農業・産業振興を導く」
　　AOI-PARC 専務理事兼事務局長
 岩城　徹雄様

11月3日 祝日休会

２ ．9/23沼津4ＲＣ合同ポリオ撲滅街頭募金活動に
おける軽食代支出の件　承認　ＩＡＣ、社会奉仕
委員会の予算から支出する

３ ．勝呂君出席免除の件　承認

理事会だより

　その後、平成22年4月ＮＰＯ法人となり就労継続支援
Ｂ型サービス事業所として現在に至り、（22歳〜72歳）
20名の方の利用があります。地域交流などを通して、
地域の方々やボランティアさんに支えられ、地域の一員
でありたいという思いをもち日々作業活動をしています。
利用者・私たち支援者が互いに助け合い、感謝し社会の
一員として「共に生きる社会」の実現を目指しております。
　最後になりましたが、この度、ロータリークラブ様か
らミシンを贈呈していただき、縫製作業の効率は大幅に
上がりました。そしてその縫製品をお買い求めくださる
方には自信を持ってお勧めしております。ひいては、それ
が利用者の工賃ＵＰに繋がり自立への一助となります。
　今後も信頼にお応えできるよう精進していく所存でご
ざいます。利用者共 こ々の度のご厚意に深く感謝申し上
げます。
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