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「我等の生業」
○本日のメニュー
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中華

出席報告
須山出席委員長
会員数

出席
該当者

出席者 欠席者
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1566回

43
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30

10

75.00

メイク
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前々回
修正

80.00

（小又会員・中村会員）

安東会長指針

本日の例会より、ソーシャルディスタンスとし
ての飛沫防止パネルを追加いたしました。
2. 地区より、2020年度米山カウンセラー研修会開
催の案内が届きました。
10月5日（月）15：00-17：00
ソシア21「ウイング」
：於
3. 地区ロータリー財団セミナー開催の案内が届き
ました。
10月7日（水）15：00-17：00
ホテル プラム「ジョルジュサンク」
：於
4. 理事会議事録にありますように、
「本年の社会奉
仕活動」について、現在検討しておりますが、
ファミリーミ－テイングにおいても意見をいた
だくことになっております。活発なご意見お願
いいたします。

『 いまできること 』

5.

夜間移動例会、クリスマス家族について行いま
すが、どのような形式で行うか、10月の理事会
において決定を予定しております（その時点の
社会状況を考慮しながら）
。
本日より、青木ロータリー情報研修委員長中心
に研修が始まります。
ご参加いただきます会員の方々、一緒にロータ
リーについて、当クラブについて学び、より充
実したクラブライフを過ごし、ロータリアンと
して更に成長する一助にしましょう。

6.

幹事報告
栁町幹事
◎
◎

◎

例会変更のお知らせ
ありません。
週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報 9/7分
理事会議事録（9/7開催分）

委員会報告
青木ロータリー情報委員長
本日の研修会は新会員以外の方も積極的に参加し
てもらいたいと思います。
ファミリーミーティングは、9/25、10/1、10/5
リーダー・サブリーダーになる方は、すでにお願
いしている。
テーマは
『広報・増強につながる社会奉仕活動を考えよう』

スマイルレポート
伊藤副会長
安東会員……①大坂ナオミ選手優勝おめでとうござ
います。世界で日本人が活躍されます
と、大変嬉しいですね。
②姜玲玉様本日卓話よろしくお願い致
します。
栁町会員……姜様本日はようこそお越しくださいま
した。卓話宜しくお願い致します。
川島会員……①朝夕大分涼しくなりました。夏の疲
れが出ないように注意しましょう。
②いよいよ自民党総裁がきまり、次期
総理が決定しますね。日本の将来に幸
あれと願いばかりです。
安東会長指針

関

会員……青木さん、川島さん、松本さん本日の
新入会員の研修では、ご苦労様です。
参考になると思いますよ。
森本会員……よろしくお願いします。
中村会員……姜さん本日の卓話よろしくお願いしま
す。
森川会員……皆さんこんにちは。本日は姜さん卓話
宜しくお願い致します。
野口会員……猛暑も峠を越し朝夕は涼しくなりまし
た。今日の卓話姜玲玉様宜しくお願い
します。
後藤会員……本日は姜さんのお話を楽しみにしてお
ります。
木村会員……姜玲玉様本日の卓話よろしくお願い申
し上げます。楽しみにしています。
佐野会員……こんにちは。来週の4連休何も予定があ
りません。淋しいです。
飯島会員……今日はとても過ごしやすい陽気ですね。
私はピンクのジャケットで決めてきま
した。昨日の夕飯はおにぎりに沢庵を
食べてねました。
渡辺会員……多少涼しくなりました。姜さん本日卓
話宜しくお願いします。
渡部会員……先日は、安東会長、森川さん、竜ちゃ
んゴルフに焼き肉ありがとうございま
した。
伊藤(弘)会員…ようやく猛暑の夏が終わり、秋にな
ったようですね。そろそろGOTOでどこ
かに行きたくなりました。もう不安も
煽るのはやめて日常に戻りたいですね。
山口会員……川崎フロンターレ、13連戦を11勝1負1
引き分けで終え、首位を独走中です。
皆様応援よろしくお願いします。
本多会員……暑さもいくらか落ち着いてしのぎやす
くなりました。
今日は姜様ご来訪ありがとうございま
す。私の母達も高齢者となり、施設や
家庭での介護の方に家族共々お世話に
なっています。今日は、何か自分に得
られるお話を伺えたら…と思っていま
す。
石田会員……①きのうフロンターレはやりたい放題
でしたね。強い！また、ハマスタで野
球見られました。小又さんには大変世
話になりました。お客様も大感激でし
た。
②本日は虹のホーム姜様卓話楽しみで
す。宜しくお願い致します。
小又会員……昨日は、谷中会員と社員と近所の中学
生の女の子とロイヤルスターにゴルフ
に行って、最終ホール谷中さんにロン
グパット決められて負けました。その
後飲みに行って〆のラーメン食べまし
た。
（1050円）家に帰って寝ました。朝
洗濯をしてきました。

『 いまできること 』

細谷会員……鈴虫も泣き始め秋めいてきました。
夏好きなので夏が終わってしまうと思
うとさみしいです。
林 会員……少し気温も下がり、昨日多摩川ウォー
キングはいつもより楽でした。今週も
頑張りましょう。
廣瀬会員……姜さん本日は卓話よろしくお願いしま
す。
明日は長女の2歳の誕生日です。日々デ
レデレしています。
谷中会員……皆さんこんにちは。昨日のゴルフまた
一歩後退です。
姜様、本日はよろしくお願いします。
森崎会員……今回、次回と2回にわたって、ロータリ
アンの心を学びたいと思います。
講師の皆様、よろしくお願い致します。
伊藤(康)会員…①虹のホーム、姜玲玉様本日はどう
ぞよろしくお願いいたします。
②大阪なおみ優勝おめでとう！
1568回 25件

卓

30,000円

累計 203件

304,000円

話

虹のホーム

かん

よんおく

姜 玲玉様

皆さんこんにちは、私は社会福祉法人青丘社の姜玲
玉です。
普段は高齢者のケアマネージャー、障がい者共同生
活援助 （グループホーム） 虹のホームの管理者を
兼務しております 。
この度は、虹のホームにご寄付いただき本当にあり
がとうございます。
またこのような場で皆様に虹のホームのことをご紹
介できることを感謝 申し上げます。 現在、虹のホ
ームは主に知的障害と身体障害をお持ちの、
男性3名、女性6名、女性3名 が三か所で地域の中で
暮らす住まいです。
安東会長指針

虹のホームの前身はおおひん虹の会という保護者の
会です 。
おおひん虹の会についてお話させてください。
1970 年代 80 年代前半の当時は、「3 歳の知能指数
がなければ 、集団生活になじまない 」
「学叢保育に障害のある子の利用は考えていない」
と市の担当者が言いきるほど、
保育園、 幼稚園、学校、地域社会でも重い知的障害
がある子供は、
生きる場が制限されていました。
社会福祉法人青丘社が営む桜本保育園や学童保育
「ロパの会」は、ただ普通に「障害があることを理
由に断ることをしない」 ということを守ってきまし
た。
遠くからお母さんの 自転車に乗せられて、桜本保育
園、ロパの会に通ってくる障害児が増えてきました。
それぞれの地域で子供たちが当たり前に一緒に育ち
あう場をそれぞれの地域で当たり前の環境として 、
開かれた場づくりをたくさんの当事者の保護者の
方々に出会いながら地域での活動を作り出し、たく
さんの学びをしてきました。
しかし、障害のある子どもたちは地域で一緒に育ち
あうことをやってきた仲間が小学校高学年、中学校、
高校と成長していくにしたがって、いつの問にか障
がいを持つ彼らだけが、居場所が限定的になり、取
り残される現実が出てきました。
共に生きるというというが現実にそうなっていない
こと。
もう一度障害を持つ小学生高学年、中学生、高校生
期を迎えた彼らの居場所作りをやり直さなければい
けないじゃあないか、という問題意識を温めながら、
たくさんの話し合いの中で1991年 11月おおひん虹
の会 が立ち上げられました 。
学校でも家庭でもない居場所作りを目指しボランテ
ィアを募り、毎週月曜と水曜のお出かけ会など、
社会経験を広げることを目的に外出や地域のイベン
トへ の参加をしてきました。
保護者が現実への不安とわが子への思い、将来自分
たち親がいなくなった後のことなど、たくさんの課
題の中でただ前を向き、たくさんの地域の人を巻き
込み、少しずつ前進していました。
このような歩みの中で川崎中央ロータリークラブ様
との出会いは本当に励みになり物心共にたくさんの
お支えをいただきました。
川崎市民祭りへの参加費の負担、3日間の販売時には
たくさんの会員様がお手伝いをしていただきました。
また模擬店で使用する調埋器具やテント一式、お餅
つきイベント、夏休みの「居場所でのお手伝いなど
など本当にお世話になっています 。
その後高校を卒業し、日中の活動する場所へ通所し
ながら自宅との往復をする日々の中で「親亡き後」
の居場所つくりの構想へと時代が進んでゆきます 。

『 いまできること 』

2001年 10月に賃貸物件3LDKとの出会いで一気に現
実のものとなっていきました。
今まで親も子も離れたことが無い方々が、少しずつ、
活動をはじめ、居場所になり、泊りができるように
なるまでなりました。
また行政では支援費制度が始まり 、障がい者ケアホ
ームとしての運営、法人化指定を受けました。その
ような歩み中で大きな事故や、精神的なしんどさか
ら地域での生活が困難になり、施設入所をした方な
ど、おおひん虹の会の創設メンパーにも少しずつ変
化がありました。
それでも地域の中で共に生きることを追求しながら
当事者が頑張る姿を励みに進んできました。
そして 2010 年3月11日の震災以後は建物の老朽化
や、耐震調査の結果から入居している方々の安心で
安余な住居を求め、新たに物件を探すことになりま
した。そして、現在の桜本2丁目に中古物件との出会
いがあり、当法人初の自己所有物件として購入改築
をすることになりました。
その際の購入費用と改築費用について法人には資金
がありませんでしたので、助けあい債券の発行によ
り、多くの方々が資金を貸していただき、無利子で
の資金調達ができたのです。
2012年6月に完成した新居には男子が 3人女子が 6
人入居することとなり、おおひん虹の会の先輩方が
切り開いてくださった「地域で当たり前に一緒に暮
らす」ということを基本とし、それぞれ虹のホーム
第一、第二として新たにスタートできました。
その後も日々いろいろな課題を抱えながらもなんと
か毎日健康で笑いの絶えない居場所として活動を進
めています。
現在は 2019年7月に第3ホームを桜本 1丁目に開所
し、合計で12名のグループホームとして活動してい
ます。
第2ホームの食卓セットは以前のホームから使って
いたものです。愛着はあるものの劣化がひどく、
新しい椅子と食卓が来るのを楽しみにしています 。
また第 1 ホームの冷蔵庫も引っ越し時に持ってき
たものですが、扉の向きが今のホームでは、反対で
不便でしたが、今回両側開きのドアのものを買って
いただき、スタッフも喜んでおります。
いつも彼ら彼女たちに教えられ、気づきを与えても
らっている私たちです。
そして何よりも安全に過ごしていただけるように
日々頑張っているのですが、

会報委員

牧島

聡

渡辺

雅夫

森本

邦康

いろいろなことが起こります。そのたびに真撃に向
かい合うことだけは 、忘れずに活動していきたいと
思っています。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

2020-21年度

新会員ＲＣ研修会開催

■第１回９月１４日（月）１３：４５～１５：００
場 所：サンピアンかわさき４階 第２会議室
テーマ： 『ロータリーの基礎と活動、及び、
川崎中央ＲＣの歴史について』
【タイムスケジュール】
１．会長挨拶
・・・安東会長
２．研修委員長挨拶・・・青木会員（進行役を含む）
研修会
３．『ロータリーとは（歴史・目的・組織、他）
』
青木会員 （3０分）
４．『川崎中央ＲＣの歴史認識』
・・・川島会員 （２０分）
５．『ロータリーの行事・活動について』
・・・松本会員 （２０分）
６．質疑応答
参加者全員熱心に学びました。

研修風景
卓話予定
９月21日(月) 敬老の日 休会
９月28日(月)
「私とチャリティーコンサート」
ソプラノ歌手、雨谷麻世さん

今週の担当者

阿野 順一
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