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◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」   ◇会長挨拶    ◇幹事報告 
◇卓話 「“翔の会”沿革とキャンドルナイト茅ヶ崎 2013 について」 

社会福祉法人 「翔の会」就労支援部 施設長・佐藤 伸様／湘南鬼瓦 課長・雲野淳一様 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 10 月 31 日（木） 第２６０１回例会 天候：曇り 司会：古知屋光洋副幹事 No. 17 

◎ゲスト・ビジター紹介 

佐藤 伸様 ・ 雲野淳一様 （ゲストスピーカー・翔の会）        

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  １１月度 ロータリーレートの通知 

１ドル＝１００円 

◇ガバナー事務所より  地区大会参加への礼状 

◇茅ヶ崎商工会議所より 

＊平成２５年度優良産業人等表彰式の臨席について依頼 

 ・１１/２２(金) １１:００～１２:００ ・茅ケ崎商工会議所４階 

大会議室 

＊平成２５年度優良産業人表彰助成金交付について依頼 

 ・被表彰者 ３２名 ・助成金希望額 ３２，０００円 （１名に

つき１，０００円） 

◇タウンニュース   

◇さぽせんニューズレターＶｏｌ．３８（茅ヶ崎のＮＰＯと市民

活動を支援する情報紙） 

◎例会変更 

☆藤沢南     １１/ ４（月）  休 会 （祝日のため） 

           １１/２５（月） １８：００点鐘 辻堂<たしろ> 

☆平塚西     １１/１３(水) ⇒ １１/８(金)～１０（日） 韓

国公式訪問 （韓国西清洲ＲＣ合同例会） 

☆綾瀬春日   １０/３０（水）  休 会 （クラブ定款第６条

第一節により） 

◎会報 着 台北西北・綾瀬 

地区大会写真。上段は受付。中段左・相澤光春ガバナー、中・島村

吉三久ＲＩ会長代理、右・財団奨学生ＯＧの村井香織さん、下段は

当クラブからの表彰。左は長寿表彰の長谷川静雄会員。中・右は増

強・拡大で表彰を受ける和田直前会長、右は出口現会長 

10 月 26 日・27 日 2780 地区「地区大会」開催 

 台風も心配されましたが、幸いにもそれたため、無事開催

されました。当クラブは「増強・拡大」で表彰されたほか、

長寿会員として長谷川会員が表彰を受けました。また、ガバ

ナーノミニーの田中会員の挨拶もあり、2015-16 年度へ向け

て、いよいよ動き始めたという感があります。 



 
◎出席報告 加瀬義明会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／３１ ２６０１ ４０ ３４＋４ ２６ ５ ７ ８１．５８％  

１０／１７ ２５９９ ４０ ３４＋４ ３２ ０＋３ ３ ８４．２１％ ９２．１１％ 

 卓話「翔の会沿革とキャンドルナイトについて」 

「翔の会」就労支援部 施設長・佐藤 伸様  

湘南鬼瓦 課長・雲野淳一様  

＝「翔の会」の主なあゆみ＝ 
1983 年 茅ヶ崎市の自宅に暮らす障害者、障害者の親たち、

ボランティアが集まって、月１回の昼食会を始めたのが、翔

の会の前身「むつみ会」のはじめの一歩でした。 
1985 年 4 月 障害者地域作業所「よいしょ第１作業所」 
1992 年 むつみ会のスタートから 10 年、茅ヶ崎に障害者

の住める施設を実現するため、社会福祉法人「翔の会」を設

立。 
1993 年 知的障害者通所更生施設「湘南鬼瓦」を開設。 
通所施設を足がかりに、生活できる施設の設立に向け、準

備を開始しました。 
1996 年 寒川町心身障害者地域作業所「つくしの家」の運

営を受託し、寒川町でのサービスも開始しました。 
1996 年 福祉総合援助施設「空と海」開設。知的障害者と

身体障害者が暮らせる施設を開設。「親亡き後」の暮らしの

場を確保することができました。 
1997 年 体験ホームを開設。1998 年より、本格的にグルー

プホーム「はちみつ」「ホットケーキ」を開設しました。そ

の後も、ニーズに合わせて、グループホームを展開していま

す。 
2009 年 11 月 就労継続支援 A 型事業「夢ある街のたいや

き屋さん 若松町店」事業開始。 
2011 年 6 月 「訪問看護ステーションつばさ」開設。医療

的ケアが必要な方も、子供から高齢者まで、 住み慣れた地

域で安心して暮らせるよう支援を始めました。 
2011 年 11 月 湘南鬼瓦分場「鬼瓦味噌蔵」事業開始。グル

ープホーム「こげら」、グループホーム「つぐみ」事業開始。 
◆キャンドルナイト茅ヶ崎 2013.12.14 開催 
 茅ヶ崎・寒川に住む障害を持つ人たちが、式場・斎場・お

寺などから廃材としてもらってきたロウを溶かして、キャン

ドルを作り、それを１個 50 円で購入して頂くものです。収

入は全てキャンドル作りをした障害を持つ人たちに工賃と

して支払われます。 
 

スマイル報告 中山富貴子会員 

出口敬純君＆横山貢君 地区大会お疲れ様でした。翔の

会、佐藤様・雲野様、卓話よろしくお願いします。 
田中賢三君 地区大会たいへんお世話になりました。台風

27 号も回避出来てラッキーでした。わがクラブのホスト

の時はよろしくおねがい致します。翔の会の皆様ようこ

そ。本日のスピーチ、よろしくお願い致します。 
池上 實君 両眼の白内障手術をしてきました。大変良く

見えてうれしいかぎりです。 
吉田恵子君 翔の会の佐藤様・雲野様、卓話楽しみにして

おります。 
和田幸男君 「翔の会」の佐藤様・雲野様、卓話よろしく

お願いします。 
澤邑重夫君 佐藤さま・雲野さま、ようこそ。本日は卓話

よろしくお願い致します。 
加茂正司君 翔の会の皆様、本日の卓話を宜しくお願いい

たします。 
加藤 寛君 本日「翔の会」佐藤様・雲野様、卓話有難う

ございます。 
水嶋 聡君 佐藤様・雲野様、いらっしゃいませ。本日も

皆様に幸有れ！ 
西山国男君 佐藤伸様・雲野淳一様、いらっしゃいませ。

卓話宜しくお願いいたします。 
杉田祐一君 佐藤様・雲野様、ようこそいらっしゃいまし

た。卓話楽しみにしております。 
大森久巳男君 ゲストスピーカー・翔の会、佐藤伸様・雲

野淳一様、ようこそいらっしゃいました。卓話宜しくお願

いします。楽しみです。 
大木 暁君 佐藤様・雲野様の卓話、楽しみにしておりま

す。よろしくお願い致します。 
程島利通君 翔の会の皆様、本日の卓話有難うございま

す。 
粂 仁夫君 翔の会佐藤伸様・雲野淳一様ようこそ！ 
中山富貴子君 翔の会の皆様、ようこそ。卓話楽しみにし

ております。 
［本日は 16 件、21,000 円です］ 
 

←地区大会での表彰状 ↑中）佐藤伸様 右）雲野淳一様 


