
 
 
 
 
 
 
 

第 1475 回例会 19 年 2月 19 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング        「我等の生業」 

３．ゲスト紹介 

あすなろ共同作業所 施設長  竹内 良子様 
４．ビジター紹介   

国際ロータリー第 6440 地区パストガバナー 
江並  正様（リンカンシャーRC） 

地区財団奨学金委員長  
吉野 惣太様（堺泉ヶ丘 RC） 

   地区財団研究グループ交換委員長  
坂本 順一様（和歌山 RC） 

地区財団研究グループ交換委員 
山本 唯二様（和歌山東南 RC） 

 
５．出席報告  

会員総数71名 出席者数52名 出席免除会員1名 

  出席率 74.29％ 前回修正出席率 78.57％ 

 

６．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。今日は

二週間ぶりの例会です。 
ゲストの竹内良子様ようこ

そお越しいただきました。 
後ほど卓話よろしくお願い

します。 
 国際ロータリー第 6440 地

区パストガバナーの江並 

正様はじめ、地区役員の吉野

惣太様、坂本順一様、山本唯

二様ようこそお越し戴きました。 
 本日、この後予定されているプログラムが沢山ござ

いますのでこれで終わります。 
 
７．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
橋本紀ノ川 RC  

2 月 20 日(火)  2 月 18 日(日)  13：00～ 
岩出市総合保健福祉センター I M4 組 

○ロータリー国際囲碁大会開催のご案内 
○例会終了後、理事会開催（3 階特別会議室） 

 

８．委員会報告 

○国際奉仕委員会          寺下 卓君 
・例会終了後、フィリピンへ送る中古パソコンの積

込作業のお手伝いをよろしくお願いします。 
・地区 WCS 海外視察のご案内  

  地区では、WCS の海外視察を 5/12～16 日にイ

ンドネシア・バリ島で予定しています。ご案内と

参加のアンケートを廻しますのでよろしくお願

いします。 
○全国ロータリークラブ野球大会 

第 1 回の練習を 2 月 24 日（土）午後 3 時から、

海南市民運動場で行います。また、5 時 30 分から、

結団式をシャンボールで行いますので、参加よろし

くお願いします。なお、大会参加日予定は、5/1 日・

2 日・3 日 6/2 日・３日の内の何れかになります。 
○社会奉仕委員会         中西 秀文君 

3 月の第 2 例会を献血例会とします、血液が不足

しています。出来るだけ家族、従業員の皆さんのご

協力をお願いします。 
 
９．第 6440 地区・江並 正パストガバナースピーチ 
○江並 正様の紹介         平尾 寧章君 
凄い経歴の方で、アメリカシカゴに 2 地区あり、エ

バンストンの RI 本部のある地区の直前ガバナーです。

リンカンシャー・ロータリアンであり、2005-2006
年地区ガバナーである江並 正様は地区内では、災害

救済委員会委員長を経験し、クラブ・サービス・アド

バイザーをされています。ポール・ハリス・フェロー

を数回受賞しています。 
アメリカのＴＤＫ株式会社で社長及びＣＥＯ（最高

経営責任者）をされておりました。ＴＤＫは、ハイテ

ク電子部品、記録メディア及びロボット製品の世界的

に有名なメーカーです。ＣＥＯとしての在任期間中、

ＴＤＫは、彼の指揮下、事業規模が５倍に成長しまし

た。さらに、本田技研工業では、カリフォルニア州北

米ホンダ本社において、自動車部門の副社長及び事業

部長を勤め、アメリカでのホンダの自動車事業の極め

て大きな成功の確固とした基礎を築かれました。彼の

職歴初期の頃、本田技研工業（株）の創業者であり、
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社長及び最高経営責任者である本田宗一郎氏の特別

補佐をつとめ、何度も彼の海外出張に同行しました。

また、政経懇話会の特別講師を務め、日本中の都市で

多くのゲスト公演出演に招待されました。 
大学時代、熟練したチェロ奏者だった彼は、日本を

代表する楽団の一つ、東京フィルハーモニー・オーケ

ストラで演奏していました。立教大学経済学部卒。 
 

○江並 正様 
今日は、海南東 RC を訪問

させて頂き、ありがとうご

ざいます。新垣会長様、平

尾直前ガバナー、そして皆

さん、お目にかかれて幸い

でございます。 
私共、アメリカのディスト

リクト（地区）では、モー

ニングクラブ（朝の例会）

が多くなっています。 
現在 72 クラブありますが、その内 26 クラブがモー

ニングクラブです。1985 年から私の地区では、28 ク

ラブチャーターされ、内 21 クラブがモーニングクラ

ブとなっています。その理由は、最近のアメリカの人

達の仕事への取り組み方の問題が一つと、時間を有効

に使いたいというようなことがあろうかと思います。

最初の点ですが、昼の例会ですと時間がそこで中断さ

れる、然らば朝はどうか？アメリカの人達は、朝の早

いのはわりと平気で、朝 5 時起きして、7 時頃から仕

事をし、その代わりに夕方 5 時頃には仕事を切り上げ、

その後の時間は、若い方達は、家族との団欒や友人と

のフレンドシップに、ある程度の年齢になってきます

と色んな社会貢献活動や奉仕活動に時間を使うよう

になってきています。 
私のホームクラブでは、朝 7 時に例会が始まります。

朝食は簡単に出きるということもありますが、只、月

曜日の朝は苦手らしく朝の例会をしているクラブは

一つもありません。火、水、木曜日となってきていま

す。日本では少ないようですが、アメリカでは、モー

ニングクラブが増えてきている事を、ご紹介させて頂

きました。ありがとうございました。 
 
10.ゲスト卓話 
社会福祉法人一峰会あすなろ共同作業所 

  竹内 良子様 
 
①社会福祉法人一峰会の経

過 
◇かたつむり共同作業所 

 1985 年  室山地区に

プレハブを設置 
家族、ボランティアで知的

障害者の小さな作業所を開 
所内職作業、廃品回収などを

行う 

1988 年  旦来地区に移転、無認可小規模作業

所海南福祉作業所として再出発 
2002 年  法人一峰会設立 
      市の援助を受け、かたつむり共同作

業所開所 
◇あすなろ共同作業所 

1994 年  精神障害者家族会「紙ふうせん」が

アパート２階一室を借り、無認可小

規模作業所「海南ワーク」をたちあ

げる。 
2005 年  法人一峰会と共同で授産施設の建設

にとりくむ 
2006 年 6 月 あすなろ共同作業所開所 

②各々の施設の状況 
◇かたつむり共同作業所 
 利用者 34 名 定員（かたつむり共同作業所 34 名、

分場 桜和〔さわ〕15 名） 
 約三分の二は 20 歳代 
 養護学校からの紹介が多い 
授産、パン製造、日用雑貨の下請け等 

◇あすなろ共同作業所 
開所時 8 名→現在 20 名の利用者（定員 20 名） 
半数以上は 20 代、30 代前半 

 新しい利用者に若者が多い状況です。 
 大部分は保健所、精神病院、クリニック、他の施設

からの紹介によります。 
 授産：ケーキ、ベーグル等を製造 
  日用雑貨の下請け作業 
③授産施設の役割 
◇障害者の自立を支援する職場 
 ・授産活動をとおし、利用者、職員間の人間関係を

学ぶ 
 ・働くための生活リズムを身につける 
 ・工賃をかせぐ 
 ・一般企業への就労の道を切りひらく  など・・ 
◇自立支援法により受益者負担が発生しています。 
 月 7 千 5 百円＋食費（実費）で 1 万 3 千円程度の

負担。手元に工賃が残らない状況が出ています。 
 就労支援（一般企業への就労）を強く求められてい

る。現実は非常に困難な中、切り開いていかなけれ

ばなりません。 
④地域の皆様の障害の理解をお願いします。 
 特に精神障害は目に見えないため、理解されること

が難しい状況にあります。 
あすなろ共同作業所には統合失調症と診断された

方が多く通所されています。 
発症率は 100 人に 1 人、けっして珍しい障害ではあ

りません。10 歳代、20 歳代に発症し、家族、当事者

は大変苦しい思いをしてきています。 
 多くの当事者は、いつか一般企業で就労することを

望んでいます。地域であたりまえに普通の生活ができ

ることを望んでいるのです。人々の偏見のために辛い

思いをすることのない地域社会をつくるために、どう

かご支援をお願いします。 



 

11．次回例会 

第 1476 回例会 平成 19 年 2 月 26 日（月） 
  12：30～  於 海南商工会議所 4Ｆ 

 

12．閉会点鐘 

 
 
 
 
江並  正様  海南東ロータリーを訪問出来まし

た。 
吉野 惣太様  6440 地区シカゴ、パストガバナー

江並さんをお迎えして、昨年は色々

お世話になりました。 
山本 唯一様     〃 
坂本 順一様     〃 
辻  秀輝君  竹内さん、よくいらっしゃいました。

私は、開業して 26 年になり、最初

の 10 年ぐらい竹内さんが市役所の

保健婦さんをされていて色々とお

世話になりました。後で、お話頂け

ると思いますが、その後ハンディキ

ャッの方々のお世話をしたいと言

うことでした。 久しぶりにお目に

かかれて嬉しく思います。 
平尾 寧章君  江並様、遠路海南東 RC へ有難うご

ざいます。地区の吉野様、坂本様、

山本様有難うございます。 
楠部 賢計君  江並直前ガバナー、遠路ようこそお

越し下さいまして有難うございま

す。 
上南 雅延君  孫が、立命館大学 理工学部に合格

しました。 
山名 正一君  岡田先生、新垣会長ご苦労さまでし

た。お蔭様で楽しい 2 日間を過ごせ

ることが出来ました。 
吉田 昌生君  昨日、とても嬉しいことがありまし

た。 
山畑 弥生君  嬉しいことがありました。 
柳生 享男君  先日、よい事がありました。 
新垣  勝君  地区役員の皆様、竹内さんようこそ

いらっしゃいました。山名さんの世

話になりました。 
山田 耕造君  昨日、串本の田並で海をボーっと見

てきました。  
 
 
 
 
 
 
立法案集をオンラインで 
現在、国際ロータリー（ＲＩ）のホームページ 
http://www.rotary.org/support/council/index.html 

にて、2007 年規定審議会の立法案集の第一巻をＰＤ

Ｆ形式でご覧いただくことができます。規定審議会は、

2007 年 4 月 22～28 日、シカゴで開催されます。クラ

ブや地区大会からの支持や反対の声明は 2 月 22 日ま

で受け付けています。各声明は、立法案１つにつき１

枚、支持または反対のいずれかを表明することができ、

声明は標準タイプの便せん 1 枚に収めなければなり

ません。声明文は、案件番号（例えば、07-036 など）

を添えて、ＲＩ世界本部の審議会業務課（Council 

Services Section）までお送りください。その後、審

議会の投票代表議員に送られ、検討されることになり

ます。審議会関係のその他の日本語資料は 
http://www.rotary.org/languages/japanese/support/counci

l.htmlをご覧ください。 

3 年に一度開かれる

規定審議会は、ロータ

リーの管理運営プロ

セスの重要な部分で

す。理事会が国際ロー

タリーの方針を決定

する一方、規定審議会

ではロータリークラ

ブが組織の運営に関して発言する機会が与えられま

す。3年毎に審議会へ地区からの代表議員が派遣され、

ここで、議会で行われるように法案の審議が行われま

す。すべてのクラブと地区が立法案を審議会へ提出す

る権利を有し、審議会の決議はロータリーの最も重要

な活動に影響を与えることになります。1989 年規定

審議会の決議によってロータリーに初めて女性が入

会し、1986 年審議会の決議からは「ポリオ・プラス」

が誕生しました。 

 

『Interactive』で日本人元世界平和フ

ェローの活躍が紹介される 
国際ロータリー(ＲＩ)で毎月発行される

『Interactive』の 2月号で、現

在、ＮＧＯ 「Peace Winds Japan」

代表として、イラクで活躍する

元世界平和フェローの岸谷美穂

さん（第 2770 地区浦和ロータリ

ークラブスポンサー）が紹介さ

れています。彼女は内戦の続く

イラクで、貧困、自然災害で被害を被った人々に対

する支援活動を行っています。 

彼女は、世界平和フェローとして 2003 年 9 月か

ら 2 年間イギリ

ス・ブラッドフォ

ード大学に留学。

同大学で紛争解決

の修士課程を修了

しました。また、

昨年、財団法人世

界平和研究所から、



中曽根康弘賞も授与しています。同研究所は、彼女

が人道的分野で活躍する若い人々のよい刺激とな

れば、と期待しています。 

 

2007-2008 年度『ロータリーの友』 
表紙写真募集！ 

毎回、ロータリアンの皆さ

まから好評をいただいている

表紙のシリーズ。会員参加型

で表紙を作成します。『ロータ

リーの友』表紙に使用する写

真を、ロータリアンの皆さま

から募集いたします。なお、

応募いただいた作品を審査の

上、掲載写真を決めさせてい

ただきます。 
以下の要領にて、ロータリーの友事務所に写真を

お送りください。たくさんのご応募をお待ちいたし

ております。 
原稿要領は下記の通りです。 

１ テーマ 

 風景、花、祭り、その他、自由 

２ 締切日 

2007 年 4 月 30 日 

３ 点数 

 一人 3 点まで 

４ サイズ 

 紙焼き四つ切（またはそれに近いサイズ） 

５ 添付資料 

 名前、所属クラブ、連絡先住所・電話番号・ ファ

クス番号、撮影場所、撮影年月、撮影のデータ(カ

メラ名、使用レンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速

度) 

６ 送付先 

 〒105―0011 

 東京都港区芝公園 2-6-15 

 黒龍芝公園ビル 4階 

 ロータリーの友事務所 

７ 発表 

 『友』誌 8月号ならびに『友』ホームページ（6月

下旬予定）に、入選者名のみ発表します。 

８ 審査員 

 岡井耀毅氏（元『アサヒカメラ』編集長・現『友』

表紙解説者）、ロータリーの友常任委員ほか 

９ その他 

 ・掲載時には、表紙のサイズに合わせトリミングを

する場合があります。 

 ・写真の上にタイトルその他の文字がかかる場合が

あります。 

 ・採用決定作品は、掲載時に、ネガフィルム、ポジ

フィルム、また、デジタルカメラの場合はデータ

が必要になります。 

 ・掲載に際して賞金ならびに掲載料等の支払いはい

たしません。 

 ・入選作品の著作権は撮影者に帰属します。「ロー

タリーの友」は印刷物（『ロータリーの友』、『友』

英語版、その他）ならびにウェブサイトへの掲載、

展示などの使用権を、保有します。 

・応募作品の返却はいたしません。 

 

 

 

 

 

2007 年 4 月 14 日（土） スイスホテル南海大阪 
2007 年 4 月 15 日（日） ラブリーホール 

ホストクラブ   河内長野東ロータリークラブ 
コ・ホストクラブ 河内長野ロータリークラブ 

大会テーマ 「考えよう！ロータリーの明日を」 
 
 
 
 
 
 
1．ＷＣＳ海外視察実施日 

・２泊 4日 平成 19 年 5 月 12 日（土）午後発 

 から 5 月 15 日（火）早朝着 

・３泊５日  （ 上記日時と同じ ）    

 から 5 月 16 日（水）早朝着 

2．ＷＣＳ海外視察実施先 

 インドネシア共和国（バリ島）  

国際ロータリー第 3400 地区  

3．ＷＣＳ海外視察参加者 

 ロータリーアン及びロータリーファミリー、ロータ

リー関係者、その他 

4．ＷＣＳ海外視察実施費用 

 平成１９年５月１５日（火） 帰国 62,000 円 
平成１９年５月１６日（水） 帰国 68,000 円 

 （空港税その他出入国税等の諸経費を除く） 
5.ＷＣＳ海外視察実施内容（予定） 

・インドネシア共和国（バリ島）の小学校や人々の

生活の様子 
・ロータリーで寄付した病院などにおける医療資材

の活用の様子 
・浄水器など、ロータリーから支援された機材が各

地の学校やコミュニティーの様子 
・2640 地区内クラブの実施プロジェクトの視察 
・その他、インドネシア共和国（バリ島）第 3400
地区との親睦交流会 

（その他、観光等、自由時間も結構あります） 
 
 
 
 

 
 
 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


