
                                                                         

本日の例会（第１５９０回）   ４／２３（水） 

◆地区研修・協議会報告を行います。 

次回の例会（第１５９１回）    ４／３０（水） 

◆夜間ゆったり例会を行います。 

（時間：午後 6 時 00 分～   会場：アパホテル名古屋錦） 

第１５８９回例会記録      ４／１６（水）晴 

◆司    会 阿部 美男君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 

北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様 

名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 寺澤  敏彦様 

同、民生子ども課 子ども家庭支援担当  主査  大澤しほ美様 

同、民生子ども課 民生子ども係     主事  坂部  育也様 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北 智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  39 名  前々回訂正  1587 回例会 

欠席会員数  11 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  71.79％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

本日、ゲストとして北区子ども

会育成連絡協議会会長鈴木潤子

様、北区役所民生子ども課長寺澤

様、同課子ども家庭支援担当主査

大澤様、同課民生子ども係主事坂部様をお迎えしております。 

 また、後ほど祖父江佳乃さんの入会式を行います。 

 本日の会長挨拶として、ＮＨＫ歴史ドラマ銀二貫、大河ドラ

マ黒田官兵衛・山中鹿之助、19 世紀の日中関係、いずれかを

お話するつもりでしたが、幹事より短く会長挨拶をして欲しい

との要請がありましたので簡単にお話をさせていただきます。 

 本日は、北区子ども会育成連絡協議会会長鈴木潤子様をお迎

えしておりますが、子供会の活動についてお話をさせていただ 

 

きます。私も、地域の子供会の他、神社・町内等の役をさせて

いただいたことがありますが、子供会の活動は、新入生歓迎会、

夏のキャンプ、ラジオ体操、春秋のお祭り、クリスマス会等の

行事の他、地域の清掃活動等、その事業は多岐にわたります。

ここでも、少子高齢化の問題は避けられず、また、お稽古事に

子供が忙しいため、活動に参加する子供が少なくなっておりま

す。さらに、子供会活動の阻害要因として、指導者の不足があ

ります。どうしても、指導者の世代交代が進まず、50 代 60

代の高齢者が指導者となってしまう傾向にあります。この原因

については、子供達の親である 30 代 40 代の人達の経済的事

情があるようです。「共稼ぎだから、子供会の世話はご遠慮」

との言葉が出てきます。子供が大勢集まり、楽しそうに活動す

ることは、失礼な言い方ですが、高齢者の集まりを見るよりも、

心が和みます。子供達の喜ぶ姿は、国の宝でもあります。その

ためにも、大人の子供会活動への参加が求められるとのお願い

を込めて、鈴木様の歓迎の挨拶をかねて会長挨拶とさせていた

だきます。 

幹  事  報  告  

1.来る 5 月 18 日(日)、北区子ども会大会が開催されます。本

日は北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木潤子様並びに

名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 寺澤敏彦様、

同 民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 大澤しほ美様、

同 民生子ども課 民生子ども係 主事 坂部育也様をお招き

しております。後程、当クラブの社会奉仕活動事業の一環と

して北区子ども会大会名古屋名北ロータリークラブ賞を会

長よりお渡しして頂きます。 

2.本日より入会されます祖父江佳乃さんの入会式を後程行いま

す。所属委員会は会場設営委員会です。従いまして、本日よ

り会員数は 39 名になります。 

3.去る 4 月 13 日(日)の地区研修・協議会ご参加の皆様、大変

お疲れ様でした。 

4.次年度委員会事業計画及び予算書の締め切りは本日までです。

未提出の方早急にご提出下さるようお願い致します。 
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－ 祖父江  佳乃さんが入会 － 

入会式は、西脇ロータリー情報委員長が「ロータリーの目的」

を朗読したあと、祖父江新入会員が「四つのテスト」を朗読し、

ロータリアンとしてそれらの遵守を誓約。ついで宇都木会長よ

り「ロータリーの目的」、「四つのテスト」、バナーの贈呈並び

にエンブレムの装着。推薦者からの紹介と入会挨拶が行われ、

歓迎の拍手で入会式は終了致しました。 

－ 祖父江さんのプロフィール － 

祖父江 佳乃さん（推薦者・西脇 良一君） 

事業所：宗教法人 真宗大谷派 有隣寺 

             名古屋市北区辻町 4-5 

地  位：住職  職業分類：仏教 

 

入会した祖父江さん（向かって左から 2 人目） 

－ 北区子ども会育成連絡協議会へ金一封贈呈 － 

 

新会員職業紹介 

（株）セラム 

玉置  正樹 

弊社は、公共サービス分野で

ある、国・公・自治体病院の医

療事務を中心とした請負事業と

介護サービス事業を起業の事業領域としております。また、P

ＦＩ（Private Finance Initiative）事業として介護関連・

社会復帰促進センターでの職業訓練等にも参画しております。 

 医療関連事業に於いては、主に関西（大阪・京滋・和歌山）・

関東（東京・埼玉・千葉）・名古屋・富山を中心に、公的医療

機関を中心に契約をしておりますが、契約については「入札」

が定期的に行われ、人件費が大半を占める中で、厳しい価格競

争となっているのが現状です。 

介護事業に付きましては「セラムケアースクール」として「介

護職員初任者研修講座（旧：ヘルパー2 級講座）」を大曽根校・

中村校・大阪校・熊本校で開講しております。また「けあらー

ず〇〇事業所」と言う事業所名で、小規模デイサービス（10

人定員）と訪問介護サービスを、関東・東海（名古屋:5 事業所・

岐阜:3 事業所）・関西・九州で 20 店舗程提供しておりますが、

2015 年の介護保険制度の見直し（介護保険制度は 3 年毎に見

直しが行われる）により、自分で出来る事は自分で、公的サー

ビスを頼る前に地域の互助の推進、その上で共助、それでも対

応出来ない場合の公助と言う考え方をもとに、介護保険の抑

制・利用者負担の増額等の見直しが予想されており、制度の変

更により事業形態に大きく影響してくる事もあり、弊社でも事

業形態の見直しが必要となってきています。 

 ＰＦＩ（Private Finance Initiative）事業は、公務員宿

舎での付帯事業として、防衛省宿舎内・財務省宿舎内で、介護

事業（けあらーず）を併設しております。また、官民協働して

運営する刑務所（島根あさひ社会復帰促進センター・播磨社会

復帰促進センター）での「受刑者処遇・改善更生への職業訓練

等」も担っており、メディアでも取り上げられる事も多く、皆

さんが想像する刑務所とは少し違います。見学会もありますの

で機会があれば参加してみるのも良いかと思います。 

 弊社は、社会保険制度・介護保険制度の枠内での事業であり、

大きな利益が見込める事業ではありませんが、社会に貢献でき

る企業を目指して、日々努力しております。今後とも何卒よろ

しくお願い致します。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君  なつかしの映画“哀愁”のヴィヴィアン・リ

ーの素晴らしい演技に感動しました。 

渡邉 泰彬君  仲間が増える喜び。 

祖父江佳乃さん お仲間に入れていただいたこと喜んでおり

ます。よろしくお願い致します。 

梅村美知容さん 特別養子縁組について 20日深夜ＮＮＮドキ

ュメントに出演します。 

玉置 正樹君  職業紹介をさせて頂きます。 

よろしくお願いします。 

【祖父江様ようこそ！】 

宇都木  寧君 古川  康司君 藤原  研一君 横井    登君 

木村  雅一君 西脇  多吉君 西脇  良一君 加藤あつこさん 

岩田  滿治君 加藤  昌之君 柴山  利彌君 梅田    渉君 

近藤  朗君 小關  敏光君 尾關實津成君 星川  直志君 

加島    光君 

杉浦  定文君 

赤崎  守弘君 

 

阿部  美男君 

 

入江由希子さん 

 

 


