
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様 八潮みらい RC会長 本間 守様 
市川英敏様 

西れんげ草施設長 大久保賢一様大久 
◆ 会長あいさつ         二階堂祐司会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                     

                                   

12月２１日ニコニコ BOX 

金額 13,０00円 累計 225,000円 

12月２１日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 10 

出席免除  7 ＭＵ  2 

出席適用 28 出席率 42.86 

 幹事報告           佐々木一男幹事 

 皆さんこんばんは、お客様いらっしゃいませ！ 

幹事報告をいたします。お手元に「ガバナー月信」が

２冊置いてあると思います。印刷ミスがあり再版され

たそうですが、修正箇所の連絡はないので、皆さんよ

くご覧いただき、間違えを探していただきたいと思い

ます。宜しくお願い致します。 
 
 

会 長：二階堂祐司 

幹 事：佐々木一男 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

１２月２１日の例会記録 

 

第４５９回 例会 １月１１日 草加市文化会館 

２０２１‐２２年度 国際ロータリーのテーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

 

 皆さんこんばんは、今日は今年最後の例会と言う事

ですが、最後の例会としては少し寂しいのですが、1

年は早いもので今年も終わりです。皆さんいかがお

過ごしでしたでしょうか！ロータリーもコロナに始ま

り、コロナに終わると言う感じで、最近は少し落ち着い

てはいるのですが、オミクロン株の動きがどうなるの

か、また第６波がくるのかどうか、ヤキモキしておりま

すが来年はよい年になっていただければと思っており

ます。個人的には忘年会が多数入っておりまして、す

でに６回消化しております。あと２回あります。１２月１

０日の会長幹事会では本間会長などと一緒に飲みま

した。最初はマスクをしていますが、飲んでしまうとマ

スクは外してしまいます。収束はしていませんが、日

本は大分落ち着いた状態です。第６波は、いつ来る

かわかりませんので、今のうちに少し楽しめればと思

います。 

 本日は、八潮みらいロータリークラブから本間さんと

市川さんがお見えになっております。１０周年に向け

てのお話、後で詳しいお話は聞けると思いますが、草

加松原 RC も全員で参加したいと思っております。八

潮みらい RC さんに皆さんで参加して、うちの１０周年

にも来ていただけるよう、皆さん予定して下さい。 

 

宜しくお願い致します。 

 地区補助金を利用させていただき、「西れんげ草」さ

んに「AED機器一式」を寄贈させていただきました。 

今日はそのことや活動についての話を聞かせていただ

けると思います。ロータリーとしては、目に見える形で

寄付などをし、皆さんに喜んでいただけると言う事が一

番の醍醐味だと思います。 

 今日は、今年の最終例会と言う事で、いろいろありま

したが、来年は良い年になるよう祈念いたし、また来年

もロータリーの例会に、たくさん出席していただけるよう

宜しくお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘           会長挨拶 
君が代斉唱                幹事報告 
ロータリーソング      委員会報告 
ロータリーの目的        ＳＡＡ報告 
四つのテスト              出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  皆さまこんばんは、障がい者福祉の事業を実施しております社会福祉法人光陽会「西れんげ草」の施設長を

しております大久保賢一と申します。本日はよろしくお願い致します。 

 この度は草加松原ロータリークラブ様から「AED」を寄贈していただき誠に 

ありがとうございます。「AED」は急な心停止の時に救命率を６倍にも上げる 

といった大切な機械でして「西れんげ草」には無かったのでこの度寄贈して 

いただき本当にありがとうございます。また、私どもの法人「光陽会」には 

以前より様々な寄贈をしていただいており改めてお礼申し上げます。 

 贈呈式の際は、二階堂様、佐々木様、山口様にお越しいただきました。 

天気も良く外で利用者や職員も一緒に記念撮影をさせていただきました。 

式典の後にはメーカーの方に講習をしていただきました。この AED は音声で指示をしてくれる非常に便利なもの

なのですが、緊急事態時には慌ててしまうとなかなか上手く出来ないので、やは

り練習はとても大事だと思います。私もやってみました。 

                    また、重ねて練習をしていきいざと言う時に備えたいと思っております。ありがと

うございました。 

                     私どもの事業所の説明をさせていただきたいと思います。「西れんげ草」は、苗

塚町にあります。だいぶ西の方、川口市に入る少し手前にあります。もともとの建

物と３年前にサブレ工房が出来ました。どのような活動をしているかと申します 

と、もともとの建物の方では、工場などからいただいた作業をやっております。「西れんげ草」は、障がい者事業 

所なのですが、就労継続支援 B型と申しまして、基本的な活動は仕事をすることです。仕事をして収入を得て利 

用者の皆さんに工賃としてお金をお渡しする事業所です。金属部品の工場からいただいてきました「ボルト・ワッ

シャー・ナット」などと言う金属部品を決まった数ずつ、小さな袋に入れるという仕事をしています。小さい部品で

ワッシャーやナットは薄いので数を間違えないようにすることが大事な仕事です。利用者の皆さんもだいぶ慣れ

てきたので間違えずにできるようになってきてはいるのですが、時には間違えることもあるので注意が必要です。 

その他いろいろあるのですが、お餅などに入っている楊枝を袋に入れる仕事など、内職の仕事を工場からいた

だいてやっております。 

「西れんげ草」の特徴としては、お菓子作り、「サブレ」固い触感でザクザクしたものを作っております。 

作業台がありまして生地を作るためのミキサーがあり、焼くためのオーブン、 

生地を寝かせて置くための冷蔵庫や材料を保存しておく冷凍庫などがあり 

ます。生地を練って、のしてから冷蔵庫で寝かせてから型抜きをして鉄板に 

のせてから焼きます。余った生地はまとめてのし直し、改めて冷やして、型を 

抜いて焼くこともやっています。この白衣と販売用のエプロンも８年前に草加 

松原ロータリークラブ様に寄贈いただきましたもので現在も使用しています。 

                 エプロンは販売に行く時や納品に行く時に使用して 

います。私も使用しています。販売としましては、 

利用者の皆さんも活動時間内の販売であればこのようにエプロンを着て出店してい

るのですが、２年前に丸井で販売していましたが、コロナ禍でなかなか販売できなく

なってしまっているのですが、もともとはやっておりました。 

商品展開は本日チラシを配らせていただきましたが通常商品と箱入りにしたものを

用意しております。その他に季節商品があります。 

クリスマス・バレンタインなど毎年工夫を凝らして販売 

しております。 

 利用者の皆さんは仕事が中心の活動なのですが、 

時々リクリエーションも行っていまして、バレンタイン 

サブレが終わって、お疲れ様会でカラオケをやりました。 

ゲームなどいろいろ企画はしたのですが、みんなノリノリで一日カラオケをやっていま 

した。ほかの人が歌っている時に踊っている人もいてみんな楽しんでいました。 

月に１回体操教室、講師を招いてやっています。レクリエーションかつ健康作りのためと言う活動の位置づけで

すが、利用者の方も楽しみにしています。 

西れんげ草施設長 大久保賢一様 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今は緊急事態宣言などもありまして今年度はできない月もありましたがここ数か月は再開していますので皆さん

張り切って参加しています。ストレッチの他にボールを投げたりなどの体操もやっています。 

 また、歩いて通ってこられる方もたくさんいらっしゃいます。「西れんげ草」は入所施設ではなく通所施設なので

皆さんご自宅やグループホームから通ってこられるのです。歩きで通ってこられる方も交通安全を守らなくてはな

らないので市役所や警察にご協力いただきまして交通安全について学ぶ機会を年に１回行っています。 

年間行事としては、４月には入所式を行いました。コロナ禍で来院の方にお越しいただくことが難しくなりましたの

で身内だけのこぢんまりとした入所式でしたが新たに２人を迎えて、みんなで頑張っていこうという機会として入所

式を開催しました。地域の利用者の皆さん一人ひとり障がいの特性や性格の違い等ございますが、できるだけ生

き生きとした生活ができるよう工夫や努力をして取り組んでおります。 

「AED」が必要な機械はいつ訪れるかわからない！皆さん健康そうですがいつ倒れるかわからない！緊急事態の

時に一つの安心材料なのでこのような「AED」があることは大変有難いことだと思っております。 

今後の「西れんげ草」一同、地域の障がいのある方のために頑張っていきますので見守っていただければと思い

ます。 

Ｑ 西れんげ草の入所者は何名ですか？ 

A 定員は２０名ですが、現在通っている方は１６名です。 

  来年度１名増える予定です。草加もだいぶ色々な団体の事業所が増えまして、利用者の方からすると選択肢

が増えて良いことだと思っております。１０年・２０年前は事業所が少なくてどこか空いている所に入れればよい

という状況でした。近年は事業所が増えましてそれぞれ特色ある活動をしています。利用者の方からすると選

択肢が増えどこがあっているかと言う事で事業所を選ぶことが出来るようになりました。ここは大変良いことだと

思いますが、事業所側からしますと競争になります。利用者の方に通っていただけないと収入が減ってしまうの

です。国と県と市から補助金が出ております。多くは県から出ているお金です。利用者１人が何日通ったかで報

酬を受け取るシステムになっております。あとは色々な加算があったり、就労継続ですと工賃が高い方、利用

者の皆さんが貰えるお金が高い方が報酬自体の比率も高いといったことがございますので偉業所の努力が求

められていく制度になっています。 

Q 皆さんは成人された方ですか？ 

A 特別支援学校が高等部までございます。ですから１８歳以上が利用対象となっています。 

  色々な方がいらっしゃいまして、働くことがやりたい、気持ちを安定させることが必要など一人ひとり求めること

が違う状況がございます。働くこと 

 

 

.より、リラックスしたいという方にとっては違う事業所、「生活介護の事業所」と言ったタイプの事業所がございまし

て、光陽会でもいくつか経営していますがそういったタイプの事業所も選ぶことが出来ます。 

Q 身体障がいの方が多いのですか 

A 知的障がいの方が多いですが、重複障がいとして身体障がいの方もいらっしゃいます。「西れんげ草」ではな

いのですが、他の事業所では車いすの方、「西れんげ草」では麻痺のある方、聴覚障害のある方、交通事故で

片足を切断することになった方などもいらっしゃいます。精神障害だけで知的障がいがない方は、いらっしゃい

ません。知的障がいに加えて精神障がいがある方は通っている事業所もございます。「西れんげ草」は強い精

神障害のある方はいらっしゃらないのです。 

  

 

 

１２月２５日(土)支援している子ども食堂「草加あおはる食堂」で 

今月の「子ども食堂」が開催されました。クリスマスにちなみサンタに 

扮しプレゼントをもって参加しました。お菓子のプレゼントに 

子ども達は、満面の笑顔を返してくれました (*^_^*) 

≪参加者≫ 

二階堂祐司会長   

佐々木一男幹事 

牛山信康会員     

木村博行会員 

加藤芳隆会員  
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今後のプログラム  
1/18 誕生祝、ロータリー情報       レセプション 
1/25 卓話 鈴木 努職業奉仕委員長  レセプション 
2/1  誕生・結婚祝、ロータリー情報   レセプション 

          

 市川 英敏様  先に 10周年をやらせていただきます。宜しくお願い致します。 
本間  守様  本日は 10周年のキャラバンにお伺い致しました。宜しくお願い致します。 
二階堂祐司会長 先週はクリスマス例会お疲れさまでした。「西れんげ草」大久保施設長ようこそいらっしゃい

ました。今日で今年の例会は最後です。皆様良いお年を！ 
佐々木一男幹事 西れんげ草の大久保さん、卓話よろしくお願いします。 
牛山 信康会員 八潮みらい RC市川さん、本間さんそして光陽会大久保さん卓話を宜しくお願いします。 
        最後に良いお年を！！ 
加藤 芳隆会員 西れんげ草 大久保賢一様卓話よろしくお願いします。 

今年最後の例会です。良いお年をお迎えください。 
鈴木  努会員 今日は八潮みらいロータリーの方々ご訪問ありがとうございます。いよいよ寒さも厳しくなり

ました。みなさんで頑張り  ましょう。 
田川 富一会員 年の瀬も大分押し迫りました。本日も職奉させていただきありがとうございます。 
富永  悟会員 本年もありがとうございました。 
長谷部健一会員 西れんげ草の施設長大久保賢一様、卓話よろしくお願いします。本日は令和 3年最後の例会で

す。皆様お疲れさまでした。八潮みらい RCの市川様、本間様ようこそ！ 
山崎 秀美会員 年末も押し迫って来ました。お身体に気を付けて下さい。大久保様卓話ありがとうございます。 
  

  

                                                    会長 本間 守様 
                                                                市川英敏様 

皆さんこんばんは、本来であると第一例会の時に各クラブを回ってご挨拶をす
るというのが定例ではありますが、この２年間は、クラブ同士の行き来も殆ど 

ない、中には例会に出ていらっしゃらない会員さんもおられるという形なのですが、草加松原さんと同じように
私どもも１０周年式典を開催します。案内文を読ませていただきます。宜しくお願い致します。 
 

 
 謹啓 貴クラブ益々のご活躍のことと拝しお喜び申し上げます。さて、私ども八潮みらいロータリークラブは、
平成２２年２月２３日に国際ロータリーに合併承認され、１０年の月日が経ちました。 
各クラブの皆様が私どもクラブに寄せられたご厚情とご指導の賜物であり、ここに会員一同厚くお礼申し上げ
る次第でございます。つきましては令和４年２月２３日（水）祝日、浅草ビューホテルにおいてクラブ創立１０周
年記念式典を挙行する運びになりました。諸事多端な折り誠に恐縮ではございますが是非とも貴クラブより多
数のご登録、ご貴席を賜りたくお願い申し上げる次第であります。最後に例会中貴重なお時間をいただきあり
がとうございます。                           八潮みらいロータリークラブ   

会長 本間  守 
                                            １０周年記念式典実行委員長  金杉 光左生 

 

１１月２４日に母国 中国に帰国し、６週間ホテルでの隔離生活を

していた謝くんが１月５日に晴れて解放されたと連絡がありまし

た。この写真は、ホテルから解放されて写した写真で、一緒に写

っている方は、迎えに来た彼女のご両親とのことです。 

今は、旧正月で湖北省の彼女の 

家で過ごし、ご親戚などを訪ねたり 

しているとのことです。 

仕事が始まるのは、２月２４日 

から始まるそうです。 

西安や天津ではコロナが再流行 

して閉鎖などしているようですが 

謝君が今いる湖北省や仕事先の 

貴州省では落ち着いているとの 

こと皆さんによろしくお伝え下さ 

いと書かれていました。 

 

米山奨学生 徐 緒隆くん奨学金授与 

皆さんこんばんは、近況報告いたしま

す。今月１０日に卒論は終わりました。 

卒業は見込めます。卒論を発表して教授か

らも良い評価をいただきましたので肩が一

つ軽くなりました。 

もう一つはコロナで自分の体重が１５キロく

らい増えました。久しぶりに体重を計った

ら、こんなに重くなった！ここからダイエット

且つ筋肉を増やすように頑張っていきま

す。ありがとうございました。 


