
地区大会が来週の10月27日藤沢で行われます。

藤田重成会員、青柳会員が長寿会員として表彰さ

れます。昨年度は横澤会長がRI会長代理で来られ

た、板橋敏雄氏のお話しに感銘を受けたと話して

おられました。出席しなければ良い話も、人とも出

会うことが出来ません。皆様の出席宜しくお願いし

ます。

青少年育成基金の今年度支援が渋谷中学に決

定しました。髙橋政勝委員長はじめ、委員の皆様、

ご苦労様でした。１回目ですが素晴らしい活用方法

です。今後は今回を手本に、より良い活用を提案し

て頂けると思います。

今月から来月の初めにかけて、地区大会、東慶

州RCとの合同例会、そして松風園の皆様との地引

き網と立て込んでいますが、ご協力を宜しくお願い

します。

先週は大和駅東側第４市街地再開発組合、理事

長蒲生氏に講演をして頂きましたが、大和駅周辺

の商店街では、最近活性化しようと言う話も聞か

なくなりました。まだみんなで一緒に活性化しようと、

阿波おどりをはじめ、市を開いたり、輸入品フェア

―を行ったり、勉強会をしたり、いろいろな事を行い

ましたが、最近はどこの商店会でも会員が減少して

減がなく、役員を受ける人もなく、リーダーをするよ

うな「バカ」がいなく苦労しています。

今年度のIMのテーマは「復活の時…だから今こ

そリーダーシップ」です。商店街の人たちにも聞かせ

たいです。

第4回理事・役員会 審議事項

①9月度の予算執行状況についてを承認。

②中島の出席免除を承認。

③11月度プログラムと10月31日の夜間例会を通

常例会変更を承認。

④東慶州RC来訪についてを承認。

⑤第2回家族例会実施を承認。

⑥青少年育成基金についてを承認。

⑦第1回“いのちのコミュニケーションず“を奉仕プ

ロジェクト事業として承認。

⑧10月17日に指名委員会告知を承認。

協議事項

①I Mについて、髙橋清実行委員長、橋本日吉大会

幹事より説明。
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【 本日のプログラム 】 10月26日、27日 「地区大会」
【 次回予告 】 10月31日 第４回クラブ協議会 「地区大会を終えて」 会長・幹事

【 第1687例会 】 平成25年10月17日（木） 【 司会SAA 】 古郡 清 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 池澤 利男 君 【 ビジター 】 古木 哲夫 様（大和田園RC）
【 ゲスト 】 NPO法人 理事長 館合 みち子 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

42名 33名 86.84% 92.11% 7名 原嶋、北島、長野、竹内、辻

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 中島 康次郎 幹事

1692号



池澤 利男 君

今年、タイに旅行に行きました。

初めての海外旅行がタイとは。

現地に行くまでは、ボロボロの

車が走っていて、街道もあまり良

いないイメージでしたが、実際に

行ってみると、綺麗な車しか走っておらず、道も綺

麗でした。滞在中は、プーケット島にも行きましたが、

エメラルドグリーンの海で大変綺麗でした。また偶

然ですが、旧正月にあたり、水掛祭り（ソンクラーン）

の時で、街を歩いているだけで水を掛けられるとい

う衝撃的な出来事も体験しました。とても良い国で

すので、皆様ぜひ一度行ってみてください。

青少年育成基金委員会 髙橋 政勝 委員長

過去、会員の皆様から貴重な寄付を頂き、これ

を基金とし青少年育成基金として誕生いたしました。

今年度は、渋谷中学校が受給校となりました。

事由は「渋谷賞」の創設と、「進学時緊急支援金」

の給付です。

R情報・研修委員会 横澤 創 委員長

第２回炉辺会合のお知らせです。

11月6日（水）18時半～、大和式礼２階にて。

題目は「我が社の不易流行」、会費2,000円。

スピーカーは、長谷川清君、石川達男君、橋本

吉宣君、富澤克司君です。

尚、お酒が出ますので、交通手段にご留意くだ

さい。

SAA委員会 入江 公敏 委員長

①例会の席順 10月は自由席、11月より2か月間、

干支順とします。

②10月31日例会の食事は、趣向を変えて駅弁とし

ます。今後、評判が良ければ、相談の上続けた

いと思います。第1回は小田原の東華軒さんで

す。4種類の中からお選び下さい。

I M実行委員会 橋本 日吉 大会幹事

皆様に配布しました資料をご参照ください。10

月10日に開催しました第2回実行委員会(各部門

能性担当委員長も参加)で、開催概要が固まって

きました。10月15日会長幹事会に、高橋清実行委

員長と大会幹事の私が出席し、現時点での開催

概要の報告とご協力のお願いに行って参りました。

奉仕プロジェクト委員会 橋本 日吉 委員長

本日例会終了後、11月10日(日)の地引き網の

最終確認がありますので、委員会関係者は、出席

をお願いいたします。

お祝いの方々

親睦活動委員会 石川 達男 委員

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日

藤田 方巳 君 10月26日

配偶者誕生日 梅田 安代 夫人 10月24日

神作 道江 夫人 10月27日

結婚記念日 入江 公敏 君 10月18日

郡司 守 君 10月20日

北島 照介 君 10月22日

梅田 秀雄 君 10月24日

藤田 方巳 君 10月30日

創業記念日 石川 健次 君 10月18日

入会記念日 古木 勝治 君 10月18日

中島 康次郎 君 10月26日

引田 俊一 君 10月28日

髙橋 政勝 君 10月30日

「創業記念日スピーチ」 石川 健次 君

現在の場所に開業したのは、私

が大学に入学したころで、今年で4

2年目になります。
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大和駅は古くから栄えていた東側に比べて、西

側は町の灯りどころか、住宅と空き地が多く、夜に

なると暗くて寂しいところでした。もちろん大和グラ

ンドホテルはまだ建設もされておらず、そこはただ

広大な駐車場でした。

今では笑い話ですが、店でジャスミン茶をお出

しすると、年配のお客様から香水臭くて飲めない

という苦情をよく言われました。海老チリソースを初

めて食べたところ、少し辛いけれど、こんなに美味

しいもの初めて食べたというものもありました。

こういう土地にいきなり横浜中華街スタイルの

三階建ての料理店が出現して、物珍しさもあったと

思いますが、開業後しばらくは大変儲かっていたよ

うです。

おかげさまで、店舗の後ろに少しずつ増築して、

現在は140坪ほどの土地に5階建ての店舗になり

ました。（開業資金は勿論八千代信用金庫さんに

お世話になりました）それが平成元年のことでが、

その年に私は大和中RCに入会させて頂きました。

当時の会長は故北砂富三さん、幹事は後藤定毅

さんでした。

色々な経緯があったのですが、私が社長業をす

るようになったのは、景気が急な下り坂にさしかかっ

てきた平成10年からです。バブル時の楽しい思い

出は皆無で、何かと毎日を頑張っているのが現状

です。

ロータリー入会にあたり、私には2人の紹介者が

いました。残念ながら、すでに退会されていますが、

お誘い頂けたことは本当に感謝しています。

ロータリーを通じて、皆様に良い事悪い事、沢山

の事を教えて頂いたことで、井の中の蛙にならず、

なにか視野が広がったような気がします。

これからもご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上

げまして、創業記念のスピーチとさせて頂きます。

NPO法人「地域家族しんちゃんハウス」

理事長 館合 みち子様

特定非営利活動法人 地域家

族しんちゃんハウス理事長をして

おります館合みち子と申します。

この度は、奉仕プロジェクト委員

会の鈴木・橋本様よりロータリークラブ定例会にて

卓話とのお話しを頂き、誠に感謝申し上げます。私

は大和在住30年、長男を出産するにあたりこの大

和市を選択させて頂きました。10年間ただただバブ

ルの中、住宅ローンに追われ、パートをしながらの

子育て。しかし、地域のお年寄りに恵まれました。特

別な日常はありませんでした。しかし転機が訪れま

す。誰も予想しない出来事、息子の交通事故。かつ

ては成人式は1月15日と決まっていましたが、その

年の1月15日は忘れもしません。その日の出来事

は、そしてこの事により、私の知らなかった世界が

次々に起こります。交通事故を社会の罪だと訴え、

非の無い子が人生をくるわされたこと、大人社会

なのに幼い考えの持ち主により混乱させられたり、

血縁は薄いのだと改めて実感したり、私に与えら

れた課題がスタートです。命を預ける医療現場で

の不思議、教育現場でのおかしな制度、福祉の窓

口では一番大変な思いをするのが弱者、弱者をサ

ポートする所なのに20年間学ばせて頂きました。詳

しくは「ぼくすごい」館合みち子著、当日は何人か

の方に購入して頂き、ありがとうございました。

平成19年に私の経験したことを無駄にすること

なく、生かして行きたいと思い、南林間に重度重複

障碍児者しんちゃんハウスをオープン（医療行為を

含め）。いま考えると、危ない橋を渡って来ました。

吸引、気切の交換、経管栄養と当時行なってはい

けない行為も入っておりました。

時代と共に法が変わり、制度が変わり、子育て

支援へと変化して行きます。

当初は、障碍児を含む放課後児童施設 地域家

族しんちゃんハウスをオープン。運営する中、子育

て中よりお母さんの意識により子供達は変わって

いくと確信して、有志で子育て支援を始める（読み

聞かせ）。そして、今のお母さんがおかれている社

会があまりにも半世紀前とは違うこと、この違い

により赤ちゃんが変わり、社会の行動パターンが変

わり、考え方が変わり、ストレスを受けているのは弱

者であることに気がつく。

今は、赤ちゃんにストレスのない環境はと言うこ

とで昨年度作成した「テレビ・ゲームと上手につき

合いましょう」（今回はＮＨＫ歳末たすけあいの配分

金により支援頂く）を毎年制作したいと考えていま

す。同時に親の世代が社会が生み出した弱者・発
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達障碍・うつ・パニック症・統合失調症・アトピー・

喘息･･･ｅｔｃ．親として奮闘しても社会に適合する子

供の生活を提供することが大変難しいのです。そ

のサポートとして今は相談業務を心掛けております。

これからは様々な方より支援を頂き啓発事業とし

て、精神障害の方々が社会から受けるストレスの

あれこれを発信したいと考えています。知らない事

により差別や偏見が起こらない様に、これは大人

社会だけでなく子供達にも伝えて行きたい。隣に

いるお友達が本当は親のことで大変な思いをして

いるが言うことも禁じられている現状であることを

知っていれば、サポートも出来るし共感も出来ます。

私達社会に与えられた課題の様に思い、取り組ん

でおります。これからも私達、特定非営利活動法

人地域家族しんちゃんハウスの活動を暖かく見守っ

てください。今、私はこの様に関われてることがと

ても幸せです。関わることにより、子育てカウンセラー

の資格も取りました。ヘルパーの資格もしかし経験

に勝るもの無しですが、これからは社会福祉士や

保育士にも挑戦出来たらいいなと思っています。

今は資格社会ですからね(笑)。

本日は時間を作って頂き、熱心にお聞き頂けた

こと、大変感謝申し上げます。卓話後、会員様より

地域家族しんちゃんハウスの活動に必要な情報を

早速届けて頂け、心温まる思いです。活用させて頂

きます。

世の中が変わる、どの様に変わったかを知るこ

とが、少しでもストレスが減ることに通じると考えま

す。特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウ

スは、「目に観えないものの大切さ」「循環・伝承」

「ノーマライゼーション」を理

念に、放課後学童保育・子

育て広場の提供・啓発事業

に心掛けて行きます。これか

らも宜しくお願い致します。
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古木 哲夫 様（大和田園RC）

久しぶりで、お世話になります。

岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

NPO法人「地域家族しんちゃんハウス」理事

長、館合みち子様、ようこそお出で頂きました。

卓話宜しくお願いします。梅野会員、お久しぶり

です。お元気になさって下さい。

中島 康次郎 君

入会記念、ありがとうございます。

梅野 房子 君

久しぶりで出席しました。まだ完全ではありませ

んが、これから出来る限り出席したいと思います。

橋本 日吉 君、鈴木 洋子 君

本日の卓話、楽しみにしております。

古郡 清 君

館合様、本日は卓話を宜しくお願い致します。

髙橋 政勝 君

今日の卓話、しんちゃんハウス理事長、館合み

ち子様、大変ありがとうございます。日頃は子育

支援活動にご活躍して頂いております。

引田 俊一 君

いつも例会に出席できず申し訳ありません。来

月11月号の「ロータリーの友」に私の手記が掲

載されると連絡がありましたので、宜しくお願い

します。これからも大和中RCを広めていきますの

で、宜しくお願いします。

北砂 明彦 君

誕生祝い、ありがとうございました。51歳とな

ります。

梅田 秀雄 君

結婚記念日と女房の誕生日を一緒に祝って

頂き、ありがとうございます。

神作 彰 君

妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

郡司 守 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

金婚式も過ぎて、何にも語らずテレビを笑い見て、

時間が来ればおやすみも言わず床の中へ。いつ

まで続くことやら？

入江 公敏 君

明日が結婚記念日です。忘れなくて助かりま

す。お祝いありがとうございます。

石川 健次 君

創業記念のスピーチの機会を頂き、ありがとう

ございました。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \20,000 累計 \393,000


