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第1例会 諸事お祝い
通常第1例会では、会員の誕生日、御夫人の誕生日、結婚記念
日の御祝をしております。

第2308回例会

2020年12月2日(水)

■国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

漆原

摂子

■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」

■第13Gアシスタントガバナー

山田

正記

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長 三村

藤明

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事 崎谷

延好

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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＜2308回 例会プログラム＞
司会 平田洋一
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第６回 理事会
食事 例会開始時までに各自食事をとる
点鐘
三村藤明会長
国歌並びにロータリーソング静聴
お客様紹介
大川隆永会長エレクト
会長挨拶・報告
三村藤明会長
幹事報告
崎谷延好幹事
【委員会報告】
諸事御祝
出席親睦委員会 関 征啓委員長
本日の社会奉仕基金発表 社会奉仕委員会 柳 孝実委員長
本日のニコニコ発表
ニコニコ委員会 並木幸雄委員
点鐘
三村藤明会長

＜会長挨拶＞

三村 藤明 会長

新型コロナの第三波がきているようですが、世間ではコロナに慣れてしまって、あまり
人出が減ったような感じがしません。皆さん、引き続き、留意して生活しましょう。
さて、理事会報告を致します。まず、第１号議案は、来週のクラブ総会の議題につい
てです。
議題の第１は、松戸北ロータリークラブ細則第３条第１節による指名です。
すでにお手元に届いていると思いますが、様式Aに基づいて決議を行います。次々年
度会長は大川高明会員、副会長兼クラブ奉仕委員長は小澤直之会員、幹事は野澤新
之助会員、会計は織田証会員、会場監督は髙橋一彦会員、クラブ研修リーダーは野村
充会員、理事兼社会奉仕委員長は崎谷延好会員、理事兼国際奉仕委員長は小澤盛
明会員、理事兼青少年奉仕委員長は柳孝実会員、理事兼プログラム委員長は大塚精
一会員、そして理事は森谷充伯会員です。この内容で決議を行いますので、よろしくお
願いします。
議題の第２は、予算についてです。昨年度の予算の承認と、今年度の１０月までの予算の執行状況についてご報告し、
承認を頂きます。
議題の第３は、細則の一部変更のご提案です。以前も、ご報告しましたが、やむを得ず退会される会員が、ロータリーを
完全に離れないように、退会後もビジターフィーを払うことにより、通常例会、旅行等の親睦例会、ゴルフコンペ等のレクリ
エーションに参加できる「会友」という制度を設けたいと思います。細則１６条によりますと、出席会員の３分の２の賛成投票
によって改正できるそうですが、少なくとも１０日前に、改定案が各会員に郵送されていなければならないと規定されてお
り、決議はこの手続きを踏んだ上で行いたいと思います。来週は、その予告をしたいと思います。
議案の第２は、今後の例会についてです。先も述べましたが、コロナの第三波がきていると認識しています。マスク、手洗
い、うがい、三密を避けることは当然として、例会の回数を、当面の間、少し減らそうと考えます。１２月は、クラブ総会のあ
る９日と、２３日に、予定どおり行いますが、１月は６日、２０日の２回とします。２月をどうするかは、１月の状況をみて決めた
いと思います。
議題の第３は、新入会員の入会についてです。大川高明会員と崎谷好延幹事が推薦人になっている廣瀬淳一氏です
が、本日理事会で承認の決議がされましたので、発表します。細則第１３条 会員選挙の方法 第５節によれば、発表後、
７日以内に、クラブ会員の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、入
会事務費用を収めることにより、会員に選ばれたものとみなされる、とされていますので、よろしくお願いします。
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報告事項として、松丸政司会員から退会届けが事務局に届きました。松丸会員については、私と崎谷幹事で、今月中
に会って話したいと思います。また、小林辰幸会員からも退会の申し入れがありましたが、先日、崎谷幹事と私で小林会員
の事務所を訪問して、退会を留まってもらいました。小林会員は、主にコロナで例会に参加できないので、若手会員に申し
訳ないと言っていましたが、今は、こういう状況なので、例会参加も強く強制できる状態ではないことを説明しました。
それから、ダイバーシティに関する支援をするか否かについて協議がなされました。
本日の、小椋会員が作成してくれた会報には選手の紹介が写真入りでなされています。先日、柳委員長から詳細な報
告もなされましたし、時間もたちましたので、１２月２３日の例会で、再度、柳委員長にビデオの紹介をして頂き、また何を決
議するのかを明確にして頂いて、来年１月６日には、まず理事会で決議をとりたいと思います。そして、そこで可決されれ
ば、１月２０日に臨時のクラブ総会を開催して、その報告をしたいと思います。加えて、できれば同日、「会友」に関する細則
の変更決議をとれると良いと思っています。
コロナ禍で、ロータリーの奉仕活動をはじめとする諸活動が非常に停滞しておりますが、皆様のご協力をいただいて何ら
かの行動を起こせればと思います。
以上で、理事会報告と会長挨拶と終わります。
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＜幹事挨拶・報告＞

崎谷延好 幹事

１，今月のロータリーレートは １ドル１０５円となっております。
２，次に例会変更のお知らせです。
・松戸西ロータリークラブより１２月１５日（火）コロナ対策の為取り止めとしま
す。
・１２月２９日は休会と致します。
・松戸中央ロータリークラブより１２月３日及び１７日を日本閣において移動例
会とします。点鐘１２時３０分。
３、次に松戸商工会議所よりお知らせです。新春賀詞交歓会は中止となりました。

＜本日のニコニコ発表＞ ニコニコ委員会 並木幸雄委員
鈴木悦朗会員 お誕生日祝いの品ありがとうございました。

松戸の園長会と重なっていましたが、なんとか例会に
間に合いました。
いつまで経っても誕生祝いうれしいですね（＾＾）
髙橋一彦会員 妻の誕生日祝いを頂き誠にありがとうございます。

物忘れをする年齢になってしまったのでしょうか？
思い出させてくれた皆様に感謝します！
あとは日付を間違えない様にします。
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【一般社団法人Diversity A.C. 千葉 調査及びヒアリング結果報告 】
柳孝実 社会奉仕委員長
2020年10月22日、東洋エニシア株式会社において、面談をセッティングしていただいた平田会員も同席のうえ、代表理事
の大門寛子氏と面談し、ヒアリングを実施させていただきました。
一般社団法人Diversity A.C. 千葉（以下ダイバーシティA.C.）の内容を履歴事項全部
証明書および定款にて確認することができました。
・主たる事務所：千葉県松戸市松戸新田21番地の４７
・法人成立の年月日：平成31年2月12日
・目的：当法人は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく、障害者福祉サービス事業を目的とし、その目的に資するため、次の事業を
行う。
知的障害者のグループホームの運営
パラ陸上競技クラブチームの運営
前各号に附帯又は関連する事業
・役員に関する事項：代表理事 大門寛子
理事 大門寛子
監事 岸田亜矢子
法人として現在2期目。1期目の決算内容は決算書をいただけなかったものの、開業に伴う初期経費で赤字であったことを
ヒアリングにて確認しました。
奉仕先は長期的な支援を行っていくという点からも、経営基盤の安定している先が望ましいと考え、私なりにグループホーム
について調べてみました。グループホームには「認知症の高齢者向けグループホーム」と「障害者（精神・身体・知的）向け
グループホーム」の2種類あり、ダイバーシティA.C.は後者の知的障害者向けグループホームとなります。
グループホームは地域のマンション、アパート、戸建て住宅を共同生活の拠点とし、共同生活を営む住居で相談、入浴、排
せつ、食事の介護、その他日常生活の援助を行う施設で、障害者の方の孤立の防止、生活上の不安の軽減、共同生活に
よる身体、精神状態の安定など障害者の方の自立をサポートすることを目的としています。
知的障害者向けのグループホームにおいては、主に食事の提供、お部屋の清掃、お金の管理、服薬の管理、病院役所と
連携など生活支援サービスの提供を行います。
グループホームにおける収入は、生活支援サービスを提供し国保連に請求することで支払われる給付金です。支出は入居
者の身の回りのお世話をする世話人の人件費となります。
家賃、食費、光熱費はほぼ実費となるので利益に影響は及ぼしません。
入居者の人数、障害の程度、利用するサービス内容で収入が決まり、それに対し配置する世話人の人数、人件費で支出
が決まります。
「手厚い支援を提供する事業所に、多くの報酬を」が制度の基本設計で入居者：世話人の比率は４：１，５：１、６：１のうち４：
１が最も高額となります。
ダイバーシティA.C.では以下の3室でグループホームを運営しています。
松戸市日暮７－１－１ファミール南常盤平１３１０＜選手1名＞
松戸市松戸新田３８９－１ドミール芦田３０３＜選手2名＞
松戸市松戸新田３８９－１ドミール芦田１０３＜選手1名・選手以外1名＞

社会奉仕基金

2,121円

《会報編集委員》 鈴木悦朗・小澤直之・大塚精一・小椋伸也
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あるデータによると、知的障害者グループホームでは入居者1人当たりの国保連請求金額は13万円～１7万円であり、この数
字を入居者5名のダイバーシティA.C.に当てはめると国保連からの収入は月額65万円～85万円程度と予想されます。
一方世話人の給料はデータによると月20万円から25万円程度であることから、入居者を増やすと利益は出やすいと考えま
す。
入居者が増えれば増えるほど利益の出るビジネスであり、今後ダイバーシティA.C.においても入居者が増えれば今以上の利
益が見込めます。結果として、パラ陸上競技クラブチームの運営に回せる資金も増加し、クラブチームの運営も更に安定して
いくと思われます。
経営環境としても、国は障害者の自立支援給付の予算を平成19年度4,473億円から平成30年度1兆997億円と2倍以上に
増加させており、また厚生労働省によると全国で約360万人の障害者が入居待ちしています。障害者グループホームマー
ケットはこれからまだまだ成長が見込まれるマーケットと言えます。
現在パラ陸上競技クラブチームの選手は9名で、そのうち4名の選手がグループホームに入居しています。今後、選手が増え
ていけば入居する選手も増え、陸上クラブチームとグループホームの運営が相乗効果で発展していくことも期待できます。
一番困っていることは、やはり海外遠征に行く時の遠征費を捻出することだそうです。ワールドランキングを上げるためにも海外
の大会に参加する必要があるからです。
それ以外の活動費は、地元企業や選手の勤務先企業からの年間協賛金や各種助成金の交付を受けたり、優秀な選手には
千葉県の教育庁や松戸市から強化費が出ていたりするので、それでなんとか賄っています。
一番の要望は、選手と地域の触れ合いの場を作ってもらえるとありがたいとのこと。
例えば特別支援学校での陸上教室など。
松戸市にはつくし特別支援学校（知的障害者）と松戸特別支援学校（身体障害者）があります。特別支援学校は小中高あ
り、比較的重度のお子様は小学校から特別支援学校に入学されます。
中度の障害のお子様は公立小中学校のなかよし学級に通っていることが多いです。
それよりも軽度のお子様はなかよし学級に入らずに、普通クラスで特に苦手な科目など部分的に支援を受けているお子様も
います。
そのような軽度から中度のお子様も高校になると特別支援学校に入学されることが多く、
松戸北ロータリークラブが長年支援してきた、なかよし学級のお子様たちも、高校入学時にはつくし特別支援学校に入学され
ている方が多いと思われます。
今までのなかよし学級への支援からの連続性という意味で、つくし特別支援学校での陸上教室を開催するというアイデアは良
いアイデアではないかと感じました。
また大門代表は、自分たちに奉仕してもらいたいというよりも、先ずはもっとダイバーシティA.C.をもっと知ってほしいという思いも
強く持っておられ、前述の陸上教室を通して特別支援学校のお子様たちに奉仕活動と行うことで、選手たちのことをもっとよく
知ってもらいたいと考えておられます。
そういった思いもあり11月11日に会員11名で練習を見学させていただき、選手の皆さまにも挨拶させていただきました。
試合ではダイバーシティA.C.のユニフォームを着用するものの、練習着までは無いようでバラバラのウェアで練習をされていま
した。決して高価なものではありませんが、先ずは日々の練習で着ていただける練習着などを選手、コーチの皆さんにプレゼン
トするのも良いかと思いました。
最後に、今すぐにということではありませんが、いずれは就職の支援などもしていただけるとありがたいという要望がありました。
現在は障害者が就職しようとした場合、①ハローワーク、②障害者就業・生活支援センター、③特別支援学校の３つのルート
しかないらしく、4つ目のルートとしてロータリーで就職先を紹介していただける仕組みがもしできれば、すごいことだし、とてもあり
がたいとのことでした。
以上でダイバーシティA.C.の調査報告及びヒアリング結果報告を終わらせていただきます。

