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皆さんこんに
ちは。例会にご
出席いただき大
変ありがとうご
ざいます。
本日は、社会
福祉法人 埼玉福
祉事業協会 理事
長 髙橋 清子
様、就労支援課
課長 濱川賢一 様、広報担当 大金智和 様、
就労継続支援Ｂ型事業所 ココロスキップ 施
設長 大政 マミ 様、ようこそお越しいただき
ました。後ほどの卓話、宜しくお願い致しま
す。
本日の担当委員会は環境問題意識向上委員
会です。石丸部門委員長、押野委員長、委員
会の皆様、本日までのご準備大変お疲れ様で
ございました。
そして米山奨学生のディルバさん、今月末
をもって奨学生が修了となります。本日最後
のご報告とお別れのご挨拶を頂戴致します。
重ねてですが髙橋秀樹パスト会長、福家さ
んからもお別れのご挨拶を頂戴致したいと思
います。
また円谷会員の出産のお祝いが本日、漸く
叶いました。些少ではありますが、ご出産の
お祝金をお渡しさせていただきます。
どうぞ会員の皆様に於かれましては、ご健
康に一層のご留意をいただいてロータリーラ
イフを送って頂きたいと思っております。以
上、会長挨拶とさせていただきます。ありが
とうございました。
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ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
横溝 一樹 会員

お客様ご紹介

ご紹介：副会長 小沢 孝

ta
■社会福祉法人 埼玉福祉事業協会
理事長
髙橋 清子 様、就労支援課長 濱川 賢一 様、
介 紹介：副会長
広報担当
大金 智和 内山泰成
様
■就労継続支援Ｂ型事業所
ココロスキップ 施設長
大政 マミ 様
■米山記念奨学生
ディルバ・サレマンさん

幹 事 報 告
皆さまこんにちは。本日の幹事報告は２点です。
１点目は、本日、ボックスインしました、次年
度の年度計画書用・会員名簿資料です。掲載事
項を今一度ご確認ください。
①修正事項は赤字で書き込んであります。
②それ以外に、修正希望があればその用紙に書
き込んでください。
③今年度入会の会員は用紙の形式が違います。
締め切りは、４月 12 日、修正があってもなくて
も全員、事務局に返信してください。
修正のない方は、チェックをして本日事務局に
お渡しいただきますよう宜しくお願いします。
２点目は、５月 17 日の、第３第４グループ合同
インターシティーミーティング（IM）について
です。
会員の皆さまは、Zoom によるオンライン開催と
なりました。講演がほとんどの時間を占めます。
講師の方は、えちごトキめき鉄道株式会社、代
表取締役 鳥塚亮様となっております。是非、ご
参加ください。
本日も宜しくお願いします。

みんなが開く 新しい扉 ～新しい世界へ～
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル 4F
TEL 048-871-8881 FAX 048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

出産のご報告・御祝贈呈
円谷 友香 会員
出産祝いありがとうございます。
令和 2 年 11 月 10 日、女子を出産
致しました。名前は「百花（もも
か）」と言います。中孝介の「花」
の歌のように、「そこにあるだけ
で美しくあれ」。 お花のように、
そこにいるだけで周りの人の心
を癒すことのできる女の子にな
って欲しい、と願いを込めて、名付けました。
林先生には大変お世話になりました。コロナ禍でも、
安心して無事出産することができました。ありがと
うございました。
娘にはロータリーの愛の精神を伝え、育てていきた
いと思います。

環境問題意識向上委員会

活動報告

■環境問題意識向上委員会
委員長 押野一郎
・2020 年、当クラブで
環境問題意識向上委員会創設
・2021 年 1 月、SDGｓ先進度で、
さいたま市が 815 市区の中から
総合順位 1 位にランキング
・2021 年 7 月 環境が新しい重点分野に。
グローバル補助金対象へ

退会のご挨拶
■髙橋秀樹 パスト会長
退職に伴い、大宮西 RC を卒
業させていただきます。約９
年間、お世話になりました。
特に印象に残っている、その
ひとつは、2017～18 年に会長
を務め、海外も含め多くの事
業をやらせていただいたこと
です。染谷幹事（当時）はじめ
会員の皆様には、絶大なご協力をいただきました。
おかげさまで１年間やり遂げることができました。
もうひとつは、内山年度からピンクリボン運動に、
約８年間取り組ませていただいたこと。故大竹会員、
また林先生をはじめとして、皆様に感謝をしており
ます。大宮西 RC の益々の繁栄と、
会員の皆様のご多幸をお祈り申し
上げます。本当にありがとうござい
ました。
■福家誠司 会員
今年の１月に入会したばかりですが、
４月から横浜に転勤になりました。
こちらでの出会いを大切にしたいと
思います。

米山記念奨学生

修了のご挨拶

■米山記念奨学生 ディルバ・サレマン さん
最後のスピーチになりま
す。進路を両親に相談した
ら、あなたのやりたいよう
にしなさいと言われ、水を
欲しがる人のように学び
たいと思いました。
小さい時から幻想だと思
っていた、
“日本で学ぶ”ということが実現できまし
た。皆さんのサポート、ありがとうございます。
♪最後に、童謡「さくら」を歌ってくれました。

米山カウンセラー

感謝状贈呈

円谷友香会員に、米山カウンセラー
感謝状が贈呈されました。

牛乳パックを洗浄し、リサイクルに出せる状態で集
める → 再生紙から名刺印刷 → 点字印刷 と計画。
しかし、新型コロナウィルスの拡大の影響で本実施
は、見送りを余儀なくされました。

卓

話

社会福祉法人
埼玉福祉事業協会
理事長 髙橋 清子 様
さいたま市を中心に活動し
ている社会福祉法人です。
障がい者(児)の自立、経済活
動への参加、地域における
自立した生活を支援し、福
祉の増進を実現するための
各種障害支援サービスを提供しています。
多種多様な福
祉事業により、
その時、その
人のライフス
テージにあっ
たサービスの
提供を目指し
て「働きたい」
想いを支えて
います。

■事業紹介
・パン、スイーツの製造・販売
・レストラン、カフェ、ベーカリーの運営
・農作物の生産
・観葉植物の栽培
・ショップの運営
・レンタルおしぼり
・フィットネスクラブの運営
・古紙再生植木鉢の製造
・障がいのある人でも輝ける場所を創出
→ 地域に還元・いかに自立していくか
・リサイクル…どんな循環ができるか
循環の目的は
「役立っていることが大切です」
「買ったら使いたい製品づくり」

喜びを感じられます。
■点字名刺
点字が普及することによって、障がいに対する理解
が深まり、よりやさしい社会の実現になればと思い
ます。また、弱者にも心配りをしているといった印
象を付加するなど、ビジネスツールとしても使って
いただけるかと思います。
■広報・公共イメージ部門 部門委員長 石丸主憲
本来であれば、会員の皆様に牛乳パックを提供して
いただき、それをロータリーで使用する名刺にリサ
イクルしようという試みでしたが、残念ながら対面
例会が無くなって実現できませんでした。ただ試作
品は作成しており、とても良い点字入りの名刺がで
きあがっておりました。
今回は環境問題の観点からリサイクルで名刺を作ろ
うという企画でしたが、結果として障がいをお持ち
の方の「働きたい」に応えて各生徒様
の就労支援に繋がる内容で、我々の活
動理念の社会奉仕・職業奉仕にも合致
します。
こういった活動が今後も広がれば良
いかと思います。本日はありがとうご
ざいました。

施設
「ゆずり葉」

新藤享弘 名誉会員
お別れの会

就労継続支援Ｂ型事業所
ココロスキップ
施設長
大政 マミ 様
今回は「牛乳パック
を使って作った名刺
に、点字を刻印する」
というご依頼をいた
だきました。
■B 型事業所とは
障がい者が仕事をするために通う施設。そのうち、
比較的重度の障がい者が通います。社会に出る、生
活リズムを整えることから入り、週一日からでもお
仕事することができます。
最低賃金は保証されておらず、売り上げから必要経
費を差し引いた全ての額を工賃（給料）として障が
い者に渡すことができます。
お預かりした名刺に、専用の機械で一枚一枚点字を
刻印するので、売り上げのほとんどが障がい者のお
給料になります。
機械の操作は視覚障がい者、そのほかは知的障がい
のかたに。仕事を細分化することによってできるこ
と、得意なことを担当でき、やりがいになり、働く

元大宮市長で大宮西 RC
の名誉会員である新藤享
弘さんのお別れの会が、
３月 27 日、パレスホテ
ル大宮で開かれました。

