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第 1464 回例会　　2017 年 5月 10日

次回（５月19日・金）のプログラム
5クラブ合同例会「桜の間」
（登録及び昼食は、３階「カシオペア」となります）

登録開始及び昼食� 11：30
開会点鐘（５クラブ会長）� 12：30
卓　　話� 13：00
　『さんまくんに思いを乗せて
　　　～気仙沼の水産加工会社の
　　　　　被災と復旧・復興の現状～』
� マルトヨ食品株式会社　専務取締役　
� 清水　浩司様
閉会点鐘� 14：00
※５/17例会の振替となります

本日のプログラム
理 事 会� 11：15～12：00
次年度ガバナー補佐訪問� 12：00～
例　　会� 12：30～13：30
卓　　話：「ルビーは、なぜ赤いのか！」
卓 話 者：宝石鑑定鑑別士� 齋藤　貴子氏　
� （紹介者）幹事　細田　新子会員

幹　　事　　報　　告
１．第2510地区（北海道）より親睦ゴルフ北海道大
会の案内が届きました。開催日は６月23日（金）
で、ご参加は自由です。ご案内状をホワイトボード
に貼ってありますので、ご参加希望の方は５月19日
（金）までにお申し込みください。

２． 4月26日、５月３日は休会となり、次回例会は
５月10日となりますので、お間違えのないよう、よ
ろしくお願い致します。

副　　会　　長　　報　　告
１．ここ数日、行事が幾つかありましたのでご報告い
たします。
・４月14日（金）／浦添ＲＣ50周年記念式典があ
り、副会長の月井と細田幹事、そして前川ＰＧが
参加させていただきました。創立50周年記念事業
は、「沖縄県高等学校定時制・通信制教育振興会」
への活動支援でした。

５ 月 の お 祝 い
【会員の誕生日】
今田　拓男会員� ５日
竹内　哲夫会員� ５日
澤田　博司会員� 20日
米倉　健司会員� 25日
稲川　　一会員� 28日
【夫人の誕生日】
月井三代子夫人� 24日
【結婚記念日】
村中　秀朗・静枝ご夫妻� ３日
月井　雅夫・三代子ご夫妻�24日

年間100％出席表彰
29年間皆出席� 今田拓男会員
18年間皆出席� 廣内世英会員

・４月17日（月）／地区研修協議会がございました。
各委員長の方々、お疲れ様でございました。

・４月18日（火）／５クラブ親善ゴルフ大会がござ
いました。後ほど結果報告があると思いますが、
ビックリの結果でした。ご参加の皆様、お疲れ様
でございました。

２．会長のお休みが続
きます。私にとって、
来期への助走期間を
いただいたとプラス
志向で考えておりま
す。皆様からのご意
見をいただければと
思います。

３．次回の「１分間ス
ピーチ」は新倉会員
にお願いいたします。

村中会員

本日の
　分間スピーチ



第1463回例会 卓　話
障害者制度といけぶくろ茜の里の現状～ 自立を目指して ～
 いけぶくろ茜の里 施設長　田中　道子氏

・生活介護事業／活動時間：月～金10：00～15：30・定員
34名（通所６名）・対象者：障害程度区分４以上・50歳以上
は区分３以上の方

就労支援部門
＜サービス内容＞
・住み慣れた地域で生活できる支援
・希望した職場で働ける支援
・働く意志を明確に持ち続けられる支援
・就労が継続できる支援
＜事業＞
・就労継続支援Ｂ型事業／定
員20名・作業時間：月～金
９：00～16：00・対象：�
福祉的な就労で仕事をした
い方・50歳に達している方・
作業内容：パン製造

・就労移行支援事業／定員12
名・作業時間：月～金９：
00～16：00・対象：就職
を目指している方・65歳未
満の方・２年間の期限あり・
作業内容：カフェでのパン
販売・外部販売等で接客マ
ナーを習得・パソコンの使
い方（データ入力）を習得・
伝票記入や整理等による正確な作業姿勢を習得

地域生活支援部門
＜サービス内容＞
・障害者共同生活援助・介護を通し、地域密着型の福祉サービ
スを提供

　ＧＨ長崎いずみの郷（男性）７名／ＧＨしいの実（女性）５名
・指定特定相談支援事業
　いけぶくろ茜の里・相談支援室／
希望する生活を送るために、総合的かつ効�率的に福祉サー
ビスが提供されるようにサービス等利用計画の作成等を行
う／平成26年度４月より開設／相談件数：計画作成54件・
モニタリング�103件（平成28年度実績）

まとめ
・高齢事業との連携
・多機能型サービス体系
　入所（短期）・就労移行・Ｂ型・ＧＨ・相談事業・高齢施設（職
員交流を含む）

・豊島地域密着型（町内会・区連携・医療機関連携等）
・定着支援（企業連携）

・４月19日（水）例会終了後
・出席者８名
　今年度も残すところ２ヶ月少々となりました。
今回の卓話が障害者施設についての内容で、今後
の奉仕活動の一つのヒントになったのではと思い
ます。皆様からのフリーなアイデア・ご意見をお
待ちしています。

　フリートーキング
in

オリエントエクスプレス
第19回

2016-17年度

社会福祉法人フロンティア
＜事業内容＞
　特別養護老人ホーム、高齢者在宅
サービスセンター、地域包括支援セン
ター、居宅介護支援事業所、高齢者会
館など18施設87事業を豊島区・中野
区・文京区で展開中
＜法人理念＞
　人が、人としての尊厳を保ちながら、
身近な地域で自立した生活が営めるよ
う支援します

いけぶくろ茜の里
＜沿革＞
平成17年４月�１日　豊島区池袋４丁目保育園の跡地に豊島区

初の知的障害者入所施設が開設（機能と
して入所更生施設・通所授産施設）

平成19年４月15日　知的障害者グループホーム『長崎いずみ
の郷』を開設（男性）定員７名

平成21年４月１日　�障害者自立支援法新体系へ移行し、５つ
の事業を実施
【生活支援部門】施設入所支援事業・生
活介護事業・短期入所事業
【就労支援部門】就労移行支援事業・就
労継続支援（Ｂ型）事業

平成24年８月１日　�知的障害者グループホーム『しいの実』
を開設（女性）定員５名

平成26年４月１日　�相談支援事業開設
生活支援部門
＜サービス内容＞
・一人ひとりのニーズに合わせた支援
・365日24時間の支援
・豊島地域の一員としての生活を支援
＜事業＞
・施設入所支援事業／定員34名（男性17名・女性17名）・対
象者：障害程度区分４以上・50歳以上は区分３以上の方
・短期入所支援事業／定員４名（男性２名・女性２名）

前川会員／先週、浦添ＲＣの50周年に招かれ、お祝い
のスピーチをしてきました。月井さん、細田さん
もご一緒でした。

山元会員／私の次男坊の家庭に男の子が誕生しました。
これで孫が全体で７人になります。母子共に無事
ですので、神に感謝しています。

滝澤会員／年金の振り込みがありましたので・・・。
有我会員／先週はお休みをいただきました。ごめんな

さい！�浅原さん、佐藤さんはじめ皆様のご協力で
素晴らしい例会になったと伺いました。ありがと
うございました！

櫛田会員／前回例会に欠席して佐藤さんにご迷惑をお
かけしました。申し訳ございません。

佐藤会員／昨日、５クラブ合同ゴルフ大会あり。晴れ
男の稲川さんのおかげで快晴に。私のスコアはメ
タメタでしたが、ニアピンを取りゴルフボールを
いただきました。

■出席報告

会　員 出席算入
会員数 出席数 欠席数 出席率 3月29日分

修正出席率

33名 27名 20名 7名 74.07 96.30％

■ゲスト
いけぶくろ茜の里　施設長� 田中　道子様
■ビジター
東京池袋ＲＣ� 榎本　　稔様

浦添ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会
於：ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城

2017年４月14日（金）

前川ＰＧ、月井副会長、細田幹事が出席しました

前川ＰＧよりお祝いの
スピーチ

知花なおみ・浦添ＲＣ会長
（写真左）とご一緒に
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年度 人数
平成 21年度 1
平成 22年度 2
平成 23年度 4
平成 24年度 6
平成 25年度 4
平成 26年度 2
平成 27年度 9
平成 28年度 6
合計 34

＜就労者実績・人数＞
職種 人数

事務・軽作業 15
清掃 13

調理・その他 6
※会社の職種／ホテ
ル・結婚式場・行政
機関・流通機関・通
信機関・派遣会社・
食品チェーン店・特
例子会社、等

＜就労者実績・職種＞


