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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●	 四つのテスト唱和  
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のビジター  
	 社会福祉法人	 昭徳会	 授産所高浜安立	 	 	 施設長	 成瀬正孝様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 椅子に深く腰掛けましょう。ゆっくり６秒ほどかけて鼻から

息を吸い込みましょう。胸いっぱい吸い込みましょう。胸が大

きく広がっているのが分かりますね。今度はゆっくり４秒ほど

かけて息をはき出しましょう。	 

	 腹式呼吸で、春の空気が胸いっぱいです。いよいよ春を満喫

致しましょう。	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は本年度分と次年度分をご報告させて頂きます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りですので、よろしくお願い致

します。	 

・	 ４月６日はいよいよ記念例会でございます。準備の方は終わ

りましたが、当日は多々不手際があるかもしれませんが、よ
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

ろしくお願い致します。当日は、１５時半までに衣浦グランドホテルにお越し頂きたいと

思います。１５時半から全体の集合写真を撮らさせて頂きます。１５時半からフルートの

演奏を始めます。奥様、ご家族様にはフルートの演奏を聞いて頂きたいと思います。１６

時から２０時１０分までが予定となっております。皆様と５５周年を盛大に祝いたいと思

いますので、よろしくお願い致します。	 

・	 ４月９日は振替の休会となりますので、よろしくお願い致します。	 

・	 本日例会終了後、第１０回の本年度の理事会を開催致します。理事、役員の方はお集り頂

きますよう、お願い致します。	 
	 

	 副 幹 事 報 告  
 
	 引き続きまして、次年度幹事伊藤が３点ほどご連絡を申し上

げます。	 

・	 ４月１３日に開催されます地区協議会ですが、本会議が１３

時でございますが、バスで行かれる方は商工会議所駐車場に

１０時でお願い致します。お昼を食べて行きますので、よろ

しくお願い致します。報告して頂く委員長様の日程も添付致しましたので、よろしくお願

い致します。	 

・	 次年度第２回理事会を、４月２３日例会前の１１時半から商工会議所２０１号室で開催さ

せて頂きますので、次年度理事、役員の方はご予定頂きますよう、お願い致します。	 

・	 次年度第１回クラブ協議会ですが、４月２３日例会終了後の商工会議所２０２号室で開催

致します。次年度理事、役員、委員長の方はご予定頂きますよう、お願い致します。	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
長田	 豊治君 間瀬さんの事務局復帰をお慶び申し上げます。 
岡本	 明弘君 
長田	 豊治君 日曜日に碧南市消防団入退式に出席しました。杉浦栄次団長以下皆様の

凛々しい姿に感激してまいりました。市民の安心安全の為に有難うござい

ます。 
岡本	 明弘君 良い事がありました。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 7名)出席者 60名 

	 出席対象者	 60／67名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 89.55％ 

	 欠席者 9名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 98.51％ 

伊藤正幸副幹事 



鈴木	 並生君 近ちょっといい事がありました。 
小笠原良治君 講師の成瀬氏にはガンバってみえる様で、当方も敗けていられないです

ネ！	 今後もガンバって下さい。力になれる事があれば協力いたします。 
  ４月６日の記念例会の際の集合写真撮影には参加する予定です。ワクに入

るのはイヤですから。 
  ３月２３日（日）東海ＴＶのスタイルプラスの東海地方名物辞典で「へ」

から始まる名物編で、市町村名の採用は名物ではないので反対が多数あっ

たとの事ですが、ディレクターの強権で「碧南」が一位、どうしてもキリ

ンラーメンをとの意向との事、「き」の際も登場し二度目でしたが、あり

がたい事です。 
  「碧南」「へきなん」「ヘキナン」です。 
長田	 銑司君 お世話になった市役所の店は、次の方にバトンタッチ。長くありがとうご

ざいました。 
平岩	 辰之君 ３月２９日（土）碧南商工会議所・碧南市鉄工会主催の「コマ大戦」に会

社より２チーム出場させて頂きました。１チーム決勝トーナメントに進出

しました。尾張企業のレベルが高く、次回は尾張者に負けないようガンバ

リます。応援ありがとうございました。 
竹中	 	 誠君 多くの方々にご支援を頂き、市連絡員会代表幹事の職務を無事に終える事

ができました。ありがとうございました。 
新美	 雅浩君 昨日、碧南警察署にて碧南高浜安管主催のミス交通安全の委嘱式があり、

当社からも１名輩出しました。中日新聞の西三河版に掲載して頂きました。 
杉浦	 栄次君 平成２６年度の消防団入退式が３月３０日に無事に挙行できました。長田

会長、平岩会頭、歴代団長の皆様には、大変お世話になりました。ありが

とうございました。 
大竹	 密貴君 加藤良邦さん、碧南市仏教会では２年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。	  
鈴木	 宏枝君 この春は、大学院生１人、中学生１人、小学生２人と孫達の入学祝いが重

なり、ため息が出ましたが、これも生きているからの良い事かと、ニコボ

ックスに入れました。 
林	 	 俊行君 本日の卓話の講師、授産所高浜安立施設長 成瀬正孝様を紹介致します。 
鈴木	 泰博君 先日は、平岩辰之様にお世話になりました。ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
２５日	 石川	 春久君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ２日	 平岩統一郎君の奥様	 	 和恵様	 	 	 ５日	 新美	 真司君の奥様	 	 琢美様	 

	 ６日	 池田	 弘孝君の奥様	 	 雅子様	 	 	 ６日	 杉浦	 保子君のご主人様	 義己様	 



	 ７日	 新美	 	 孝君の奥様	 	 信子様	 	 	 ８日	 藤関	 孝典君の奥様	 	 千智様	 

２１日	 長田	 銑司君の奥様	 美代子様	 	 ２４日	 倉内	 	 裕君の奥様	 	 月子様	 

２５日	 長田	 豊治君の奥様	 	 妙子様	 	 ３０日	 鈴木	 泰博君の奥様	 	 恵子様	 

	 

結婚記念日	 

	 ５日	 岡島	 晋一君・朋子様	 	 	 ５年	 	 	 １６日	 石川	 春久君・美鈴様	 	 ４４年	 

１７日	 倉内	 	 裕君・月子様	 	 ４１年	 	 	 １７日	 林	 	 俊行君・としめ様	 ２６年	 

１７日	 奥津	 順司君・美恵子様	 ３２年	 	 	 ２０日	 岡本	 明弘君・早百合様	 ３２年	 

２８日	 伊出俊一郎君・直子様	 	 ２９年	 	 	 ２９日	 池田	 弘孝君・雅子様	 	 ５３年	 

２９日	 貝田	 隆彦君・直美様	 	 ２５年(銀婚)	 

	 

入会記念日 
	 ３日	 木村	 克美君、岡本	 彰人君	 

	 ４日	 平松	 則行君	 

 

	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「地域福祉における企業との連携について」  
社会福祉法人	 昭徳会	 授産所高浜安立	 施設長	 成瀬正孝様 
 
	 社会福祉法人昭徳会の成瀬と申します。よろしくお願い致しま

す。このような場に呼んで頂き、ありがとうございます。 
	 授産所というのはあまりお聞き慣れないと思いますが、障害者の一つの種別の中に、通所

授産施設があります。障害者が働く場所です。うちは母体がお寺ですので「高浜安立」とな

っております。 
	 私達の昭徳会は全国で１０本の指に入る歴史があります。昨年１００周年を迎えました。

現在は１５の拠点、３１の事業を展開しております。保育園から高齢者特別養護老人施設ま

でです。１,３５５名の人達を支援しております。６６７名のスタッフが働いております。箱
ものだけでは多くの人を救えないから、人を育てようという事で初代が作ったのが日本福祉

大学です。 
	 障害者の親は小さい頃から、将来他の人に迷惑がかからないようにと厳しくされる方がお

ります。あれやって、これやってと、一生人に指図されるのかと僕は疑問に思いました。彼

らは小さな事まで命令されて生きていかなければなりません。どんな人生が送りたい？どん

な働き方がしたい？と話しかけられる場所ということで施設を立て直してきました。スタッ

フには、心で思っているだけでは彼らに伝わらないから、どんどん言葉に出してくれ、とい

う事をお願いしました。一緒にがんばっていこうという意味をこめて、おはよう、今日も一

日お願いします！と一言付け加えるようにしております。そうすると利用者さん達も、今日

も一日お願いします！と自然となります。 
	 時には障害者の人達に、叱る時もあり、諭す時もあります。障害者の人達は、「知らんわ！」

成瀬正孝様 



とすねます。でも帰る時には絶対言わせている言葉があります。「今日も一日がんばったね、

明日も待っているからね。」です。障害がある人が明日も行こう、という気にさせてほしいで

す。僕はこれで７０％まで下がっていた出勤率を９０％近くまで上げています。僕もそうな

のですが、人は社会の役に立てているというのを実感できて、そこへ行きたいと思います。

彼らは叱られてきていますので、ありがとう、また来てね、と感謝する事が大事なのです。 
	 僕たちは地元の企業様に応援して頂いて、部品関係の仕事をしております。リーマンショ

ックの影響から、自動車産業が海外へ生産移転し、仕事がなかなか頂けない状況が続いてお

りました。工賃も月に１万円でこの頃は本当に悩んでおりました。多くの社長様に相談し、

お仕事を頂き、その厳しい時代も乗り越えました。その時に、「君は障害者という事で甘えて

いるかもしれないが、社員として考えた時に、月に１万円では家族を支えていけないぞ。」と

言われました。どうやったら障害者の仕事が作れるだろう、と色々考えてきました。一つの

産業に依存していたら、万一の時に共倒れになってしまいますので、役所や大学へ行き、協

力してもらうようにお願いしました。地元企業と大学と消費者団体などにも協力頂き、合同

プロジェクトを組みました。 
	 全国の食物アレルギーの子供を救うため、産官学と福祉で協力し、高浜にお菓子工場を作

りました。福祉という名前に甘えずに、商品で競争できるようにです。あくまで利用者が主

役で、障害者は数値が読めないなどありますので、出来ない事は機械で、それ以外は自分た

ちで作業を行っています。彼らは、一度も火傷した事もなければ、さぼった事もございませ

ん。 
	 平成１９年は年間で７００万円の売上しかありませんでしたが、平成２５年は２,４００万
円まで伸びました。企業にとっては驚くべき数値ではないかもしれませんが、僕ら福祉の業

界では褒められるのです。 
	 東日本大震災の時にも発生直後に１,０００袋送りました。被災されたお母さんからこんな
電話がかかってきました。４日目で食物アレルギーの子供に食べさせる物がなくなりました。

でもこのお菓子を頂いて、生き延びる事が出来ました。本当にありがとうございました。こ

の電話を頂いて、すごく泣きました。ちょうど朝のミーティングをしておりましたので、ス

タッフみんなで泣きました。未だにこれは送り続けています。 
	 取引企業内での就労訓練もさせて頂いております。企業のオフィスでゴミを集めたり、お

豆腐工場でパッキング作業をしたりです。今年、就職が決まった子もいます。福祉施設が

終目的ではなく、社会へ出る人もいます。 
	 短い話ではありましたが、本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２６年４月２３日（水）  
クラブフォーラム「地区協議会報告」  


