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長谷川龍伸 会長

年度テーマ

＝ロータリーの誇りを胸に、前進しよう＝
例会場 名古屋クレストンホテル TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
クラブ会報広報委員長 大岩とよみ

2011-12 年度 R.I.会長
カルヤン・バネルジー

第８０８回 例会Ｎｏ．３８ 平成 ２４年 ４月１９日（木） 晴
社会奉仕「古本回収事業」夜間例会 18：30〜
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４７名中２９名出席
■ 出席率
６５.９１％ 出席計算人数 ４４名
■ 修正出席率
４月５日 修正出席率 ９５.４５％
■ ゲスト
ユニオンワークス 奥村嘉章 様
■ ビジター
豊橋ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ RC 平野貴久さん以下
4/19 サイン受付
３１名
会長挨拶

長谷川龍伸

皆さん、こんばんわ。
本日は、マイライフステーション協会 近藤豊彦様の代
理でユニオンワークスの奥村嘉章様をゲストにお招きし
ております。奥村様、ようこそいらっしゃいました。
先日、マイライフステーションに直接古本をお送りした
ところ、丁寧なお礼状をいただきました。それに作業所
の方が作られた「おみくじシール」というのが貼ってあり、
めくると「吉」が出てきて、何となく楽しい気分にさせてい
ただきました。
私は買った本を捨てることができない性分で、今回も
家族の協力で本を集めたようなわけですが、古本を買う
ことは、たまにあります。
最初に買ったのは、１５年以上前のことですが、吉田秀
和という音楽評論家がいまして、私はこの人の大ファン
なものですから、その全集が欲しいと思っていたところ、
神田の「古賀書店」という古本屋でそれを見つけました。
全集と言っても、新しいものと古いものがあり、古い方
は一冊ずつ紙箱に入っておりまして、雰囲気がいいもの
ですから、そちらを探していたところ、見つけたという次
第です。
まとめて１０冊ほど買いましたら、「音楽の友」社が制作
した業務用のダンボールで送られてきまして、憧れの出
版社だったものですから、これがまた捨てられず、本棚
の上に乗せて取ってあります。
その他は画集ですとか、美術関係の本を古本で買うこ
とが時々あります。
マイライフステーションは、障がいのある方に仕事を提
供される事業と言うことで、大変意義のある活動をされ
ており、これに協力させていただけることを我々一同、大
変光栄に思っております。今後ともよろしくお願い申し上
げます。
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事務局 名古屋市中区栄 3-29-1
名古屋クレストンホテル 1007 号
TEL 052-263-1324
FAX 052-263-0730
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HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

ニコＢＯＸ
●本日は社会奉仕委員会の古本回収事業です。ユニオ
ンワークス所長の奥村嘉章様をお迎えしています。奥村
様、ようこそお越し下さいました。会員一同心より歓迎申
し上げます。どうぞ宜しくお願い致します。
長谷川会長、松尾幹事、立石、岩田、後藤、藤野、若原、
西川、和田、堀江、藤田、磯部、渡邉、矢野、田島、中嶋
（敬称略）
田島さん ４月１５日の日曜日、キャッスルでの地区協議
会にご出席下さった皆様、有難うございました。一日椅子
に座り続けてお尻が痛くなりましたが、これも修行とプラ
ス思考でお考えいただけると幸いです。
●春のニコニコ健康感謝 Day
藤野、藤田、二俣、岩田（敬称略）
本日合計 ４０，０００円

社会奉仕古本回収事業
ユニオンワークス 所長

奥村嘉章

社会奉仕委員長 池井戸貞夫
皆様からご協力いただきました本は NPO 法人 マイライ
フステーションに寄付いたしました。なお、当日集まった
ほかにも直接マイライフステーションに寄付いただきまし
た方も大勢いらっしゃいます。心より感謝申し上げます。
（以下、各施設ウェブページより転載）
NPO 法人 マイライフステーション協会とは
沿革と設立の目的
マイライフ・ステーション協会は、障がい者の自立を支援するＮ
ＰＯ法人です。
設立の契機となったのは、株式会社信州セラミックス（長野県木
曽郡大桑村）が所有する公開特許技術を授産事業として活用し
て、障がい者の経済的な自立に役立てたいとの思いに賛同し
た複数の企業人が、それぞれのノウハウを持ち寄り、障がい者
の自立に寄与しようとの熱い思いでした。障害者自立支援法施
行後、障がい者の工賃アップが求められる昨今、これまでの固
定概念にとらわれず、障がい者の特性と民間のノウハウを融
合させることにより、障がい者の活動の幅を広げ、実質的な工
賃のアップを図ることを目的として活動を開始いたしました。
埼玉県のみならず、理事長の地元である名古屋市での活動を
中心に、「福祉戦略会議」を展開し、障がい者並びに障がい者
施設に携わる多くの人々に、勇気と希望を与え続けていくととも
に、共に生きる社会の創造に寄与したいと考えています。
■設 立
平成 18 年 9 月 28 日〔平成 18 年 9 月 15 日 埼玉県認証許可〕

■所在地
〔本 部〕 埼玉県行田市持田 2165 番地
電話 048-550-2220 FAX 048-550-2228
〔事務局〕 埼玉県北足立郡伊奈町栄 3 丁目 169 番地 2
電話 048-722-7136 FAX 048-722-7136
ユニオンワークスとは
理念と目的
人が人としてこの世に生を受け、生きていくなかで、さまざまな
人々との関わりがあり、その関わりの中で「喜び」「楽しみ」「悲
しみ」「苦しみ」を味わいながら人生を送ることになります。地域
の中で自立して社会生活を営むために他人のサポートを必要
とする方が見えます。こうした方々のために、少しでも支援させ
ていただけるよう、地域ネットワーク作りのための一翼を担うこ
とを理念とする。
知的障害者が社会自立と共存できるよう、利用者の尊厳を保ち、
個々の能力に応じた支援をすることを目的とする。

ご挨拶
障害者自立支援法施行に伴い、利用者が個人負担することと
なり、働きながら利用料を払うこととなった。
また、利用者処遇については、利用者の能力にあわせた事業
体系に移行することとなり、利用者の尊厳を確保しつつ希望に
添った地域生活での自立目標から、利用者を叱咤激励し、法の
趣旨を実現させるための処方箋を作ることとなっていく。
社会での障害者を受け入れる環境がまだまだ整っていない中
での行為は、大変厳しいものがあります。
我々、処遇現場において障害者の自立と共存を支援する立場
から、障害者の方々が、楽しく生き生きと生活できる環境を整え、
その中で、出来る限りの支援を進めて行きたいと願っておりま
す。

■開設年月日
昭和 61 年 4 月 1 日
■所在地
住 所：〒455-0046 名古屋市港区大手町六丁目３３番地３
ＴＥＬ：（０５２）６５２−１００１
ＦＡＸ：（０５２）６５２−１０１０

ハイライトよねやま（１４５号 WEB より抜粋）
●公益財団法人移行後、初の評議員会開催
公益財団法人に移行してから最初の評議員会（2011 年度第 1
回）が 3 月 29 日（木）、メルパルク東京（東京都港区）にて開催
されました。全国から 28 人の評議員が出席し、常務理事およ
び監事 9 人のほか、公益財団法人移行により任期終了となっ
た特例民法法人最後の評議員 8 人が列席。互選によって、議
長には川野正久評議員（第 2590 地区ＰＤＧ）が選出されました。
新しい法人では定時評議員会を年 1 回開始し、財務諸表につ
いて評議員会の承認を得なければなりません。今回、1 月 3
日までの特例民法法人としての決算は原案通りに承認されまし
た。これにより主務官庁であった文部科学省に最後の決算報告
を行い、これからは内閣府による必要最低限の監督を受けるこ
とになります。
また、議事終了後の意見交換では、在日留学生数の少ないア
ジア諸国に対する配慮など、今後の募集・選考のあり方につい
て熱い討議が行われました。

●米山学友が母国で受賞＝ネパール出身のタパさん＝
米山学友のジギャン・クマル・タパさん（ネパール／
2008-09／横浜たまＲＣ）が、日本におけるネパールの
認知度およびイメージ向上に寄与した功績が評価され、
NATTA（ネパール観光協会）から BhaskarAward（輝かし
い賞）を受賞しました。1 月 6 日の受賞式では、ビスタ
観光大臣から銅板に刻まれた表彰状を授与され、翌日
にはヤダブ大統領に謁見しました。
タパさんは、受賞の喜びをお世話になった人々と分かち
合いたいと、3 月20 日、同じく米山学友の妻、エソダ・バ
スネットさん（2011-12／横浜戸塚ＲＣ）とともに、「感謝の
会」を開催。駐日ネパール大使夫妻のほか、タパさん・エ
ソダさんの世話クラブ会員、第 2590 地区米山奨学委員
長の倉知恒久氏など、夫妻に縁のある 113 人がお祝い
にかけつけました。
タパさんは、2000 年に来日して以来、多くの人々に支え
られてきたことへの感謝を述べ、今後もさらに邁進して
いきたいと、決意を新たにしました。また、今回の受賞に
ふさわしく、自らガイドに扮してネパールを案内するバー
チャル旅行を演出するなど、母国のＰＲも忘れませんで
した。一方、エソダさんは「彼と結婚する際、 僕にはお
世話になった日本の友人がたくさんいる。妻になったら、
君も僕の友人を大切にして欲しい と言われた。その時
は、日本語だったこともあり、よくわからなかった（笑）。
でも、今は、その言葉の本当の意味がわかります」と、
大きな瞳を輝かせて語り、可憐な踊りを披露しました。
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎５月１０日（木） 第８０９回例会
会員卓話予定
◎５月１７日（木） 第８１０回例会変更 親睦夜間例会
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

