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鈴鹿西ロータリークラブ会報 
所属: 国際ロータリー第 2630地区 鈴鹿・亀山グループ; 創立: 1985年 3月 27日; RI認証: 1985 年 6月 3日(No. 1665);  

事務所: 〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F; 電話: 059-383-7077; FAX: 059-383-8501;  

E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; Web Site: http://www.rotary-suzuka-west.org/ 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会食事: 12:00; 例会: 12:30-13:30; 会報発行担当: 植田幸嗣

第 1540 回例会 2017 年 10 月 17 日（火） 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 藤田 充 副ＳＡＡ 

開始 12：30 終了 13：30 

点鐘:会長 川岸光男 

ソング: それでこそロータリー 

ソングリーダー: 服部高宣副会長 

会長挨拶 川岸光男会長 

去る 10月 14日～10

月 15 日に開催されま

した、 2017-18 年度

2630 地区 地区大会

にご出席いただいた

会員の皆様に御礼申

し上げます．また、道

中、会員の送迎にバスを出していただいた森豊会

員、運転いただいた服部会員に御礼申し上げます．

出席会員の皆様ありがとうございました． 

 10/14は伊賀市文化会館にて午後 1時から開催さ

れました．田山地区ガバナーの点鐘から始まり、

基調講演は、ＲＩ会長代理 田中正規様の挨拶、

講演があり、多くの来賓の紹介が行われました．

夜は、ＲＩ会長代理の歓迎会が行われ、河田ガバ

ナー補佐と参加いたしました．当日、西ロータリ

ークラブは、インターアクトＲＩ会長賞をいただ

き、私が代表でお礼の挨拶をいたしました． 

翌日 15日は、開会、点鐘、国歌・ロータリーソ

ング斉唱、物故会員紹介・黙祷、来賓祝辞 三重

県知事 鈴木英敬様、伊賀市長 岡本 栄様の挨

拶、記念講演「芭蕉から現代まで」の題で、俳人 

黛 まどか様のお話がありました．次期開催クラ

ブ 岐阜加納ＲＣ会長より紹介がありました．閉

会後、参加者全員でサンピア伊賀で大昼食会が盛

大に行われました．参加いただいた会員の皆様に

重ねて御礼申し上げ、ご挨拶と致します．  

幹事報告  柴田友美幹事 

1. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

更のお知らせ 

▪鈴鹿ＲＣ：11月 1日（水）図書寄贈式のため 

鈴鹿市役所  

11月 22日（水） 特別休会 

▪鈴鹿シティＲＣ：11月 8日（水）紅葉例会の 

為滋賀県 

 11月 29日（水）→12月 3日（日）ベトナム奨 

 学金設立セレモニーの為ベトナム 

▪亀山ＲＣ：11月 6日（月）創立 26周年記念 

例会のため「萌へ井」 

2. 当クラブ例会変更のお知らせ 

＊10 月 24 日（火）職場

訪問例会のため石鈴

産業（株）およびＮＥ

ＸＣＯ中日本事務所 

＊10月 31日（火）休会 

3. 11月 7日（火）開催の社

会奉仕委員会事業“鼓ヶ浦海岸周辺地域清掃プ

ロジェクト”について、案内を配布いたしまし

た。ご確認と出・欠についてお知らせください。 
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4. 地区事務所より、国際青少年交換 2018-19年夏

期派遣学生追加募集の案内が届いております。 

5. 次週 24 日（火）の職場例会の、ＮＥＸＣＯ中

日本事務所工事現場視察工程表を出席者へ配

布いたしましたので、確認をお願いいたします。 

*１０月２４日職場訪問例会スケジュール 

10：00 鈴鹿商工会議所からマイクロバス出発 

11：00 集合 石鈴産業㈱駐車場 

 新名神高速道路建設工事場所の手前を左へ 

12：00 昼食 例会 会社概要説明 

13：00 NEXCO中日本事務所 

14：30 終了 解散 

6. 本日例会終了後、第 6回理事・役員会を事務局

にて開催いたします 

委員会報告 

１・創徳中学校「出前講座」講師派遣の報告 

 河田勝正ガバナー補佐 

10/16（月）当クラブから田中 

通会員、川戸広樹会員、河田勝

正ガバナー補佐の３名講師派

遣 

写真撮影担当：伊藤広海青少年奉仕委員長 

働く事の楽しさ嬉しさについて語る 

田中通会員 

創徳中学校からは仕事のこと

についての講演依頼だったが、

彼らのキャリア教育だと思い、

僕の中学から先の経歴を話し、

学業や研究から絡んでくる仕事の話をしたらかな

り好評だった。 

終わってから進学の相談やコンピューターのセキ

ュリティの相談など盛り上がった。 

今回は彼らと自分達の共通点を見いだせる様にす

る工夫が良かったと思う。 

２・第 31 回ふれあい広場鈴鹿報告 

 藤野恵子 正ＳＡＡ 

10/7（土）10：00から 

弁天山公園ふれあい広場で 

ゲームコーナーボールすくい

担当。ボランティアの大学生と

高校生と一緒に好評の内に終了。 

３・ゴルフ部会報告 森豊ゴルフ部会長 

川岸会長から毎年６月開催の

取り切り戦の優勝者に贈呈す

る盾を頂きました。 

10/16（月）雨の中ＣＮＳのチ

ャリティコンペ開催 

鈴鹿西クラブから４名参加 

 

出席報告      加藤 稔 出席委員 

正会員 43名中 22名出席．出席率:61.11% 

先週の補正出席率:72.22% 

先々週の補正出席率:75.67% 

ニコニコボックス報告  

植田幸嗣親睦・家族副委員長 

※印 多額          敬称略・順不同 

※川岸光男：先日、伊賀 2630地区大会ご出席あり

がとうございました． 

岩崎 透：①ＲＣの旧友、高橋重子さんの社中の

全国大会に小鼓で友情出演する為、別府温泉に行

っていました．②奥村さんのお話、楽しみにして

います． 

岸本春雄：晴れ男が雨でびしょびしょになり、ハ

ンディに恵まれ 207名中、4位になりました． 

柴田友美：地区大会のご参加ありがとうございま

す．森豊さん、2日間運転お世話を掛けました． 
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本日のプログラム:  

「会員卓話」     奥村隆司会員 

６月よりクラブに加え

ていただいた奥村です。 

出身は南伊勢町で、大学

卒業後に県内に戻り就職

しました。現在は社会福

祉法人伊勢亀鈴会 八野

生活介護センターにて勤務し、障害者支援に携わ

っています。 

今回は私が関わってきた障害者福祉の現状や取り

組んでいることをお話しします。 

 

私が所属する法人（伊勢亀鈴会）の理念として、「一

生涯支援」と「自己実現」があります。一生涯支

援とは、障害のある方が親無きあとまで安心して

暮らせるよう必要な支援を行うこと、自己実現と

は、一人一人が能力を発揮し達成感を味わえるよ

うな支援を行うこととしています。介護を必要と

する方であっても自分が思い描く生活があります。

作品作りを通して地域と関わったり、作業所で働

くことでお金を稼いだり、ひとりひとりに合った

生活を実現するためまたは近づけるために、職員

全体で考えることが大事だと考えています。 

   

私自身は経験のないところから勤務を開始し、１

７年が経過しました。今までの経験からサービス

業であること、利用者（障害がありサービスを利

用する方）を支援するうえで最も大切なのは人（職

員）であることを感じています。新しい施設は使

いやすく、きれいで広いことが多いですが、ハー

ド面だけでは真の満足は得られません。昔からの

施設でも満足度の高い施設は多くあり、そのよう

なところは雰囲気の良さが感じ取れます。声をか

ける人、触れる人（介護する職員）が雰囲気を作

り出すのです。 

 

介護業界は人件費が６０％を超えることも珍しく

なく、どこも人材確保に力を注いでいます。全体

的に人手不足の傾向にあり、雇用が上向きの現在

は特に厳しさを増しています。大変な仕事で給料

も安いなどのマイナスイメージがあり、最近では

相模原の施設でおきた殺傷事件や虐待のニュース

などが追い打ちをかけています。また、介護（福

祉）＝高齢者や児童がイメージしやすく、障害福

祉を世間に PR していく必要性があると認識して

います。 

２０２５年には全国で３８万人、三重県で３６０

０人の介護職員が不足するとの予測があり、これ

から事業所間での獲得競争が進んでいきます。新

規採用のため、法人においても処遇面（給与や働

きやすさ）の改善を行い、専門学校と協力して奨

学生の確保から採用へつなげる等の施策を進めて

います。職員の定着も重要であり、職場内コミュ

ニケーションを改善する必要もあります。各種ア

ンケートでも「人間関係」が職場を辞める理由１

位となっています。ベテランのみが働きやすい職

場では将来性がないと捉え、新しい職員の教育・

フォローの体制整備を行いました。今までの「見

て覚えて！」「やりながら覚えて！」は時代に合わ

ず、手順にばらつきが出る事での混乱も発生しま

す。現在は教育担当者（エルダー制）を決め、不

安解消のためのサポートを行うこととしました。 

 

他業種でも同様であるが、新しい人材を育てない

と事業の継続・拡大につながっていきません。新

しく採用した職員の皆さんが将来のリーダーにな

り得ると考え、育成に力を入れていきたいと思っ
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ています。自分の立場でいろいろ工夫をし、失敗

しながらでも働きやすい職場を目指します。 

ぜひ、ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

クラブ協議会「地区大会の報告」 

森 豊会員 

２日間参加しましたので代

表で報告します。 

初日の表彰式でインターア

クトの会長賞として 

鈴鹿西ロータリークラブが表彰されました。 
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