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千歳ロータリークラブ会報 

川端会長方針 

“いい仕事をしよう” 
会 長 川端 清      副会長 齊藤 博徳      幹 事 大澤 雅松 

会長エレクト 藤本 敏廣    会 計 五十嵐 桂一   

第2510地区ガバナー 安孫子 建雄 第７グループ・ガバナー補佐 大川 健一 

 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

本日の例会（３月１３日 第３７回）夜間移動例会           担当：新世代奉仕・ローターアクト委員会 

２０１４年３月１３日 

第３４号 （通算２１８９号） 

第３６回（通算２３１２回）例会報告  

日時：2014年3月6日（木）12：30～13：30 

場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場   

プログラム：通常例会      

担当：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 五十嵐 宏 委員 

四つのテスト：会員増強委員会 村上 倫行 委員長    

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

会長挨拶（ 川端 清 会長） 

 

 昨夜18時より、千歳葬殿において、当

クラブ第19代会長でありました、齊藤 公

彦 殿のお通夜に参列して参りました。ご

冥福をお祈り申し上げます。 

 

 本日はＮＰＯ法人 アシストセンターち

えりす 指定障がい福祉サービス事業支

援センター ゆみなの代表理事 清水 道代 

様のゲスト卓話があります。私が色々とお世話になっている

方です。よろしくお願い申し上げます。今月は「識字率向上

月間」です。貧困や紛争が絶えない国や地域で育つ子供達が

識字や計算能力を高め、心豊かな生活をしていける環境を

ロータリーは目指していると思います。奉仕の精神を分かち

合い、会員の皆さんと一緒に活動していきたいと思います。 

 

 2月28日(金)18時30分よりANAクラウンプラザホテル

千歳2Fにおいて、国際交流協会主催で「国際交流の夕べ」

が開かれ、総勢270名位の参加との事でした。私と大澤幹

事、金沢新世代奉仕・ローターアクト委員長が参加して参り

ました。ノルウェー王国コングスベルグ市との友好親善都市

提携25周年「北欧ノルウェーの世界」をテーマに、ノル

ウェーの風景紹介や北欧音楽の演奏など、とても楽しませて

頂きました。 

 

 それでは本日も最後まで例会よろしくお願い申し上げま

す。 

～３月は識字率向上月間 ～    

出席率 

今回：54.7％（  3月  6日＝29／53、実数） 

確定：83.0％（  2月20日＝44／53,うちMu0名） 

幹事報告（ 大澤 雅松 幹事） 

①前回の夜間例会で、丹治 秀一 会員の91

歳の誕生日（2月6日）を、お祝いする予定

でしたが、ご都合が悪くご出席頂けません

でした。本日、丹治パスト会長がご出席な

ので、ちょうど1カ月遅れですが、お祝い

させて頂きます。川端会長からお祝いの花

束を贈らせて頂きます。おめでとうござい

ます。  

 

 

※川端会長より、花束が贈呈され、

丹治パスト会長よりお礼の言葉があ

りました。合わせてニコニコＢＯＸ

への寄付も頂きました。  

 

 

 

 

丹治 秀一 パスト会長よりご挨拶 

 
 皆さま、恐縮です。この誕生祝いを頂ける

のも、ここまで長生き出来たのも、これも

ひとえに千歳ＲＣの皆さま方のお陰です。

感謝申し上げます。有り難うございまし

た。  

 

 

 

 

②前回の例会でもご報告しましたが、当クラブの前田 浩志 会員が

2月22日に結婚式を挙げられました。クラブから祝電、お祝いを

差し上げ、会員全員の心からの祝福をお示ししました。また、披露

宴にも多くの会員のご出席を頂きました。本日は前田会員が出席さ

れていますので、例会の場で皆さんからお祝いの拍手を頂ければ幸

いです。おめでとうございます。ご本人からご挨拶を頂きます。  

 

前田 浩志 会員よりご挨拶  

 

 2月22日は土曜日にもかかわらず、千歳

ＲＣの会員の皆さま方には入ったばかりの

私の為に、多くの方々が集まって下さいま

した。激励のお言葉やお祝いなどを沢山頂

き、私達は本当に幸せな気分で披露宴を終

える事が出来ました。この場をお借りして

改めて皆さま方にお礼申し上げ、私からの

お礼の挨拶とさせて頂きます。本当に有り

難うございました。  

本日のお客様（紹介：齊藤 博徳 副会長） 

 本日のお客様は、Ｎ

ＰＯ法人アシストセン

ターちえりす 指定障

がい福祉サービス事業

支援センター ゆみな 

代表理事 清水 道代 

様です。  
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 ③当クラブの親睦活動委員である名川 誠 会員が3月27日付で、キ

リンビール執行役員に昇格されます。北海道千歳工場長で執行役員

になられるのは、初めての事です。おめでとうございます。名川会

員から一言頂きます。 

名川 誠 会員よりご挨拶  

 私、3月末で千歳に来てやっと１年になりま

すが、千歳ＲＣを始めとして千歳の皆様に暖か

く迎えて頂き、また支えて頂いたお陰でこんな

事になったのだろうと思います。金沢さんとは

違い、転勤はありません・・・。このまま暫く

近くに置いて頂き、引き続き工場の方で仕事を

させて頂きます。今後とも美味しいビールを皆

様方にお届けし、一緒に地域に対して出来る事

などありましたら、一所懸命させて頂きたいと

思いますので、今後ともよろしくお願い致しま

す。有り難うございました。  
④当クラブ第19代会長（1986～1987年）で1970年11月～

2011年3月の41年間在籍されていた、齊藤 公彦 さんが3月3日

にお亡くなりになりました。葬儀は、昨夜3月5日に通夜、本日3

月6日に告別式で、当クラブ第39代会長でもある五十嵐 宏 パスト

会長が葬儀委員長を務め、千歳葬殿にて執り行われました。当クラ

ブから、弔旗、弔電、弔花を出しております。また、通夜、告別式

に多くの会員のご参列を頂きました。ここに謹んでご冥福をお祈り

致します。 

⑤「2013年手続要覧」（ロータリアンの手引）が出来ました。次

年度理事は是非、持って下さい。それ以外の会員も、ロータリーに

ついて知る事が出来ますので、ご購読をお勧めします。1冊900円

ですので、事務局に申し込んで下さい。 

⑥今月8～9日にサッポロルネッサンスホテルで開かれる会長エレ

クト研修セミナー（PETS）に藤本会長エレクトが参加します。い

よいよ、次年度準備が本格化しています。 

⑦4月19～20日のロータリー青少年指導者養成プログラム

（RYLA）に千歳RAＣの吉岡会長が出席します。登録料（2万

円）のうち1万円を当クラブで負担します。また、千歳RAＣの海

外研修がありまして、3月にタイに3名（白木 郁江 さん、佐藤 あ

さみ さん、ワン コニ さん）が行きますので、こちらも当クラブか

ら10万円を助成します。 

⑧次回例会は13日18時30分から、千歳市北斗のフジボウルで

ローターアクトと合同の夜間移動例会です。食事は18時から出来

ます。例会終了後、19時からロータリーとローターアクト合同の

交流ボウリング大会です。恵庭RC、千歳セントラルRCの会員も参

加しますので、張り切って、負けずに交流を深めて下さい。 

⑨来週の12日に恵庭で第7グループの会長・幹事会があります。
ＩＭの事だと思いますので、次回例会でご報告します。 

⑩今月11日で東日本大震災から満3年となります。本日の卓話は

福祉施設を中心とした内容ですが、助け合い、思いやりなど思い起

こす機会にもして下さい。 

ニコニコＢＯＸ 

1．須川 美和 会員 ①先日は母の誕生日に素敵な花束有り難うご

ざいました。②先日の夜間例会にて私への花束有り難うございま

した。感激でした。2．藤井 雅一 会員 先ほど娘よりメールがあ

り、北海道教育大学合格の知らせが届きました。有り難うござい

ます。3．川端 清 会長 ゆみなの清水さん、卓話でお世話になり

ます。4．金沢 明法 会員 ご案内の通り、4月1日付けで札幌勤務

となります。残り少ない千歳ＲＣの例会で皆様との交流を深めた

いと思います。5．上井 昭一 ＰＣ 3月2日、真光寺創立74年、

公称50年記念式典が無事終了致しました。6．前田 浩志 会員 先

日の結婚披露宴に多くの皆さまに来て頂き、激励・お祝いなど沢

山のご厚情を頂きました。どうも有り難うございました。7．丹治 

秀一 ＰＣ 花束贈呈のお礼に頂きました。8．名川 誠 会員 執行

役員就任にあたり皆さまから過分のお祝いの言葉を頂き、有り難

うございました。9．中山 和朗 ＰＣ ①名川さんおめでとうござ

います。②丹治さんおめでとうございます。私もあと20年頑張り

ます。 

本日のニコニコ集計９名 合計２９,０00 円  

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会卓話（ＮＰＯ法人 ア

シストセンターちえりす 指定障がい福祉サービス事業支

援センター ゆみな 代表理事 清水 道代 様） 

進行：クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 秡川 勝文 委員長 

 

 本日の卓話の講師をご紹介させて頂きます。 

講師プロフィール 

(氏  名) 清 水 道 代 (代表理事) 

(生 年 月)  昭和28年12月 

(住  所) 千歳市在住  

(学  歴) 札幌藤女子高等学校卒業 

「ゆみな」の歴史 

(法 人 名)  特定非営利活動法人アシストセ

ンターちえりす 千歳市青葉1丁目9-4 

(事 業 名) 指定障害福祉サービス 多機能型事業 

(事業所名)  総称  支援センターゆみな 

・オープンカフェゆみな(就労継続支援Ｂ型) 千歳市花園1-1-1 

・生活介護ステーションゆみな(生活介護型)千歳市青葉1丁目9-4 

(設立年月日)  平成14年10月23日 

(NPO法人取得)  平成18年   6月27日 

(指定障害福祉サービス事業指定) 平成21年  3月31日 就労継続

支援Ｂ型 

(指定障害福祉サービス事業指定) 平成23年 1月25日 生活介護

型 以上です。それでは清水代表、ご講話をお願い致します。 

卓話：ＮＰＯ法人 アシストセンターちえりす 指定障がい福祉

サービス事業支援センター ゆみな 代表理事 清水 道代 様  

 

～障がい者支援について～  

 本日はお招き頂きまして有り難うござい

ます。私は川端会長より花園の店舗を平成

22年よりお借りして、障がい者の支援の為

のパン屋を開いております、清水と申しま

す。お集まりの皆様に障がい者の事、また

制度などについて簡単にお話しさせて頂

き、ご理解を深めて頂けましたらと思い、

参りました。 

 何故障がい者支援を始めたのか、その経緯を大まかな流れでお話

をさせて頂きます。私の娘が出産時の事故により知的障がいを持っ

て産まれてきました。18歳になり、高等養護学校卒業後の進路で

は、当時はまだ措置制度という法律で障がい者の多くは山の中の大

規模施設入所が当たり前でした。平成15年頃には、ヨーロッパの

方からノーマライゼーションの理念が広く受け入れられるようにな

り、社会も多く変遷の時を迎えてきました。その影響もあり、施設

入所ではなく、障がい者も地域で当たり前の生活をして欲しいと考

え、福祉の事もよく分からないまま、友人達と無認可ではありまし

たが、自分の子供達の活動の場を作りました。当初は、私の子供と

友人の子供2名からのスタートでした。しかしその頃は、千歳市に

は数か所の作業所があるのみで、行き場もなく、自宅に引きこもっ

ている方が大勢おりました。活動を始めて1年間で、利用者は5～

6名になり、その後も利用したい希望者は、年々増加していきまし

た。開設開始から11年半が経ち、現在のオープンカフェゆみなと

生活介護ステーションゆみなの多機能型事業所として運営を行って

おります。 

  ここからは、制度も絡めながらお話をさせて頂きます。設立当

初、平成14年は措置制度という国・道・市町村の補助金で運営が

行われておりました。しかし私達の小規模作業所は無認可でしたの

で、補助金等は無く、手弁当の時期でした。しかし沢山の応援・支

援を受け、貧しいながらも楽しい時期でした。平成16年頃から実

績が認められ、千歳市の認可を受け、地域活動支援センターと名称

が変わりました。そこでは、支援費制度になり、サービス（地域生

活をする為の資源）が充実してきて、数多くの無認可作業所が地域

に出来始めました。この頃から入所施設から地域生活への変換期

だったと思います。平成18年にはNPO法人を取得し、運営の安定

化を図りました。平成21年には、自立支援法の定める指定事業所

の認可を受け、就労継続支援B型をスタートさせました。 

  

※卓話終了後、質疑応答の時間がありました。内容は以下の通り。 

 ・現在センターには何名ぐらい通われていますか？ 

 開業当初は知的障がい者が主でしたが、自立支援法によって精神

障がい者、知的障がい者、身体障がい者が統一されました。20名

が通っていて、その中で精神障がい者の方が4割です。 

・支援センターで経過が良くなり、一般企業に就労されている方

は？ 今まで2名の方が一般企業で働いています。 

・ロータリークラブとして支援出来る事としては？ 

パンの販売の提供場所や就労場所、国会請願活動で署名活動をして

いますのでご協力をお願い致します。 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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