
□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：

東広島市社会福祉協議会

安芸津支所長 原田 敦子様

自立支援センターつばさ 所長 能島 裕子様

RYLA参加者 三幸食品工業(株) 板舛 裕樹様

□事業所創立／中川

□特別スマイル

・竹原市より米寿の祝いを頂きました。

(円山啓壮)

幹事 久藤 孝仁

＜例会変更＞

・広島空港RC

9月26日(水)→9月29日(土)月見例会

10月3日(水)→例会取消

10月24日(水)→10月20日(土),21日(日)

商工まつりチャリティバザー

・因島RC

9月27日(木)→9月28日(金)4クラブ合同月見

・尾道東RC

9月25日(火)→9月28日(金)4クラブ合同月見

三幸食品工業(株) 板舛 裕樹 様

私は安芸高田市高宮町で育

ち、今年で23歳になります。

小中高とバレーボール部に

所属し、高校時代には広島

県ベスト4に進出すること

が出来ました。兵庫県の東

洋食品工業短期大学で専門

的な知識や技術を学び、縁あって弊社へ入社致

しました。専門的な知識を学んだということで

即戦力になれると思っておりましたが、いざふ

たを開けて見ると、プロの道を究めた先輩方の

足元には到底及びませんでした。入社三年目で

すが今後も努力したいと思っております。

今回RYLAに参加させて頂きますが、とても良い

体験が出来るとお聞きしています。積極的に行

動して取り組めるよう頑張りたいと思います。

会長 荒谷 隆文

皆さん今日は。本日は東広島市社会福祉協議会

安芸津支所長の原田様、そして自立支援センター

つばさ所長の能島様、ようこそクラブの例会に

お越しいただきました。土居奉仕プロジェクト
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



担当理事の要請に早々に応えていただき誠に有

難うございます。後ほど卓話をどうぞ宜しくお

願い致します。

また三幸食品工業株式会社の板舛様には、来る

9月22日に開催されます2012－13年度RYLA(ロー

タリー青少年指導者育成プログラム)に参加を

して頂きます。今回は廿日市ロータリークラブ

の担当で、廿日市市宮島町において2日間開催

されます。因みにRYLAとは皆さんもご存知と思

いますが少し説明をさせていただきます。

RYLAプログラムは毎年夏にアメリカ、オースト

ラリア、カナダ、インド、フランス、他多くの

国々で開催されております。14歳から30歳まで

の青少年を対象とする集中研修プログラムです。

才能豊かな若者達が地元のクラブ、もしくは地

区レベルでロータリアンが主催するセミナー・

キャンプに参加し、2日から1週間を過ごします。

RYLAプログラムを通じて若い人達は、大いに楽

しみ、友人を作りながら専門職務上の責務と人

間関係について討議し、指導力と伝達力を磨き、

事業及び会社の制度を学び、ロータリアンと知

り合うことが出来ます。またロータリアンにとっ

てライラは指導者を育て、専門知識や技能を分

かち合い、世代間の溝を埋めるのに貢献できる

機会を提供するものです。

板舛さんにはこのRYLAプログラムによる経験で

指導者として職場・地元地域においてリーダー

シップを発揮され、大いに活躍されることをク

ラブでも期待致します。

□親睦活動委員会 委員長 三好静子

8月5日(日)マツダスタジアムでの納涼例会につ

いての決算報告。

□ロータリー情報委員会 委員長 吉岡一眞

8月23日(木)パストガバナー西村栄時様を講師

に開催した会員研修例会についての決算報告。

東広島市社会福祉協議会

安芸津支所長 原田 敦子 様

皆様本日はお招きをいた

だきまして有難うござい

ます。東広島市社会福祉

協議会の原田と、自立支

援センターつばさの能島

でございます。本日はど

うぞ宜しくお願い致しま

す。

平成17年に皆様からセラピーマットを頂戴しま

して、又このたびはワンタッチ式のテントをご

寄贈いただきまして有難うございました。後ほ

ど写真でご紹介させていただきますが、本当に

役立たせていただいております。又ふれあい夏

まつりにおきましても、皆様に受付とポップコー

ン等で盛り上げていただき重ねてお礼申し上げ

ます。

社会福祉協議会と自立支援センターつばさと別

物のように感じられているかもしれませんが、

東広島市社会福祉協議会の中で一緒に運営して

います。そのあたりの取り組んでいる事業等の

紹介をさせていただきたいと思います。

共に認知症の70代のご夫妻がおられます。ゴミ

出しをまちがったり地域の方から声があったり

したのですが、地元の民生委員さんの働きで一

緒になって認知症のサポーター養成研修を行っ

たりしまして、地域の人達にだんだんと理解し

ていただけるようになって、一寸したことでも

地域の皆さんが陰ながら支えて、お二人が共に

生活できています。私共社会福祉協議会はそう

いった地域の中で暮らし続けると云うことを願

いながら事業を進めています。

社会福祉協議会は、社会福祉法の109条に位置

づけられ公共性の高い福祉団体です。地域の福

祉向上の為、各市町地方自治体に一つずつ設置

され、全国社会福祉協議会、都道府県社会福祉

協議会 市町村社会福祉協議会と全国的にネッ

トワーク組織としては一番大きな福祉団体です。

東広島市社会福祉協議会は合併しまして一市五

町で夫々福祉センターがございますので、そこ

を拠点にしています。因みに安芸津では自立支

援センターつばさとか、常設型サロンひだまり

の家も拠点としています。

常設型サロンひだまりの家は開設して12年ほど

たちますが、ここは元々安芸津記念病院という

のがあったのですが、そこの先生がご寄付下さ



いまして、市の建物で始めたのですが利用者が

非常に多くなりまして、現在は安芸津町時代に

建て替えていただき常設サロンとなっています。

一日30人から40人、年間6000人の皆さんがご利

用くださっている大きなサロンとなっています。

竹原市には中国芸南学園とか聖恵授産所とか施

設が沢山ありますが、安芸津町には大きな施設

がございません。そういったことで能島さんが

当事者会をずっとリードしてこられ、縁あって

社会福祉協議会と一緒につばさという作業所を

立ち上げてきたと云う長い経緯の中で、現在の

つばさの活動について能島さんよりご報告させ

ていただきます。

自立支援センターつばさ

所長 能島 裕子 様

皆様にはセラピーマット

とテントをつばさへご寄

贈下さり有難うございま

す。

セラピーマットは皆さん

の広い作業所の中の一角

に憩いの場として役立た

せていただいております。テントは携帯に便利

と云うことで早速利用させていただきました。

今後も花見や遠足にも持っていければと思って

おります。本当に有難うございます。

“あなたらしく輝いて生きていく”私がいつも

思うことです。あなたらしく輝くとはどういう

ことなのか、先ず始めに思うのが自分自身を考

えた時に自分らしく輝いていたい、自分らしく

生きていたい、といつも思うんですね。

出会う方に、あなたらしく生きられているかな、

元気で生きられているかな、自分の力を出し切っ

て生きられているのかなと、思っている時に障

害をもたれている方に出会いました。障害をも

たれている方も、沢山の人に出会い、沢山のこ

とを経験して、自分の力を知って、それでこそ

自分らしく生きていけるのではないか、という

思いでつばさの事業を進めて参りました。勿論

そこには社会福祉協議会の思いやモットーであっ

たりがあります。その上でつばさの事業を進め

てまいりました。

現在のつばさについて紹介します。

平成16年に国庫補助を受けて小規模通所授産施

設つばさとして平成16年に出発しました。この

たび利用される人数も増え、作業も増え、手狭

になりましたので23年度に食堂を増築させてい

ただきました。

精神の障害を持たれてる方、身体の障害を持た

れてる方、知的な障害を持たれてる方、23名の

方が利用されています。23人が毎日100％休ま

ずに利用されています。本当に大丈夫かな、こ

の暑さの中、寒さの中、全然大丈夫です。全く

休まれません。風邪もひかれません。

作業場でゴム製品の仕事をしています。自動車

部品のゴムにクリップを入れていく作業です。

一本で2円の仕事ですが、毎日一生懸命仕事を

されています。10年前は軽トラに山のように仕

事が来ていました。時代が変わり一本2円の仕

事が何と厳しいものか。私たちは何回も叱られ

ました。汚れてる、クリップが曲がってる、揃っ

ていない、そんな中、皆さん自信を持って仕事

をされるようになりました。きちっと点検して

箱に入れて毎朝納品に行きます。

初は、できるのか、いや絶対出来る!という

意気込みで仕事を下さいと、沢山仕事をもらい

ました。必ず確かにやれるようになるんです。

皆さん一生懸命されるんです。仕事に対して生

きがいをもたれています。

仕事があることの喜び、それに一生懸命仕事を

されます。そうしたお蔭でつばさに任せたら大

丈夫、つばさがいて助かるよと云っていただけ

るようになりました。この10何年間、初めてお

願いしていただいた仕事、“ありがとうござい

ました”と云われた時の感動!!

皆さん、やるんだという気持ちでれぞれが自信

を持って一生懸命されています。

人は生きていくことで力を出す、力を出したこ

とが喜びに繋がるのだと毎日実感しています。

地域との繋がりを求めてアルミ缶回収を行って

います。アルミ缶回収箱は安芸津町に56ヶ所あ

ります。15ヶ所から始めましたが56ヶ所に増え

ました。ある会社の要らない箱をもらってボラ

ンティアさんが回収箱を作って下さいました。

うちにもおいて、ここにもおいて、と地域の皆

さんから声を頂いて増えました。

アルミ缶を集めまして、缶の中には煙草の吸殻

やゴミなどが入っているときもあります。それ

をきちんと分けて選別をして業者さんに持ち帰っ

ていただきます。

沢山の人と出会い、いろんなことを体験して自

分を知っていきたいとの思いから沢山のボラン

ティアさんに関われるようなことをやってきま

した。 実際にボランティアさんが年間延べに

して2000人以上の方がつばさに訪れて下さいま

す。それは作業ボランティアさんであったり、



食事作りボランティアさんだったり、又民生委

員さんが年4回定期的に食事を作って下さいま

す。ランチ応援のグループは10グループくらい

もあり、おふくろランチ、なかよしランチ、ど

んぐりランチなどボランティアさんが名前を付

けられ、得意の料理を毎日いただいています。

幸せなランチです。

この度つばさが元気に活動するようにとテント

をいただきました。有難うございました。

日々いろいろありますが、皆それぞれのちっちゃ

くても大きくても、それぞれの力を出して楽し

んで頑張っています。ありがとうございました。

皆さんにつばさを知っていく機会をもたせてい

ただくことも嬉しく思います。有難うございま

した。

総員３４名 出席２７名 メーク ２名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率90.91％

月見例会

日 時 平成24年10月11日(木)18時より

場 所 竹原シーサイドホテル

登録料 会員4,000円 配偶者3,000円

※出欠をお願いします。

地区大会

◎10月20日(土)

会長幹事会及び研修セミナー

出席者：荒谷、久藤、吉岡、中川、小坂

◎10月21日(日)本会議

出席者：荒谷、久藤、佐渡、金澤、市川、藤中、

本庄、佐々木、梶谷、川本、中川、

吉本、木村、夜船、下山、大成、三好、

福本(18名)

※変更がありましたらお早めにお知らせ下さい。


