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「明るく  楽しく  心をひとつに」

2016 -2017年度  金沢東RCテーマ
会　長　田中 和彦

　5月9日、竹松俊一社会奉仕･青少年奉仕委員長ととも

に社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会「鈴見台虹の家」

（金沢市鈴見台）と社会福祉法人清風会「夢工房」（金

沢市みどり）の二つの施設を訪問しまして助成金をお渡

ししてまいりました。

　最初に訪問した「鈴見台虹の家」は比較的重度の知的

障害のある20名の方が割りばしの袋詰めなどの作業や

レクレーションをして日々を過ごしているようで、ほとん

どの方が高校を卒業後に生活の自立を目指して施設を

利用しているようです。施設長の奥野様からは「小さな

施設で助成金だけでは厳しいので本当に助かっており

ます。毎年、ありがとうございます」と感謝のお言葉を

頂戴いたしました。

　次に軽度の障害施設である「夢工房」へ訪問いたしま

した。こちらの施設でも31名の方が袋詰め作業などを

行っているようですが、驚いたのは自社ブランドの冷凍

餃子を製造し販売をしていることでした。施設長さんが

「今では年間1600万円を売り上げています。県外から

も注文が入ります。」と大変うれしそうにお話をしてく

れました。
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社会福祉施設訪問

　また金沢東RC会員でもあります不室屋さんもご縁

があり3年ほど前から「夢工房」でお菓子の袋詰めを依

頼しているようです。不室社長から「とてもきれいな施

設で設備や管理もしっかりしているので安心して依頼が

できます」と伺いました。「夢工房」の利用者さんの印

象は皆さん活気があって挨拶が素晴らしかった点です。

壁の張り紙には＜挨拶練習＞①おはようございます ②

こんにちは ③失礼します ④ありがとうございます　と

書かれており、ちゃんと実践しているのだなと感じ取れ

ました。

　また施設長さんが「この子たちは、皆さんと比べて喜

びを感じる事が少ないです。ですからこの施設を利用し

て作る喜びや食べる喜びなど、少しでも多くの喜びを感

じて欲しいのです」と言っていた点が心に響きました。

　最後にこの事業の歴史を調べてみたのですが、金沢

東RCメンバーの紹介がきっかけだったそうですが30年

近くも続いているようです。これから更に続けて行くべ

き事業だと感じました。

（記　地域発展・奨学財団委員長　宮本亮一)

〈夢工房〉〈鈴見台虹の家〉
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〈 例会メニュー 〉
5月29日 〈中華〉初夏に合わせたさっぱり中華
6月  5日 〈和食〉水無月定食
6月12日 〈中華〉冷やし中華
6月19日 　　　 休会
6月26日 〈中華〉四川名菜　ピリ辛中華

◆金沢8RC新旧会長幹事会
日　時：6月9日（金）　18:00〜
場　所： 辻家庭園
会　費：13,000円
出席予定者：田中、厚見、木村、山本

◆インターアクト協議会
日　時：6月10日（土）　10:00〜15:00
場　所： 伏木コミュニティーセンター
会　費：1,000円（クラブ負担）
出席予定者：気谷

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ
日　時：6月10日（土）　9:48スタート
場　所： 片山津GC「加賀コース」

◆グリーン会第4回ゴルフコンペ　表彰式＆納会
日　時：6月10日（土）　18:30〜
場　所： 海遊亭
会　費：5,000円

◆クラブ国際青少年交換委員長会議
日　時：6月11日（日）　14:00〜15:30
場　所： 石川県地場産業振興センター本館「第2研修室」
会　費：2,000円（クラブ負担）
出席予定者：南

◆交換学生送別会＆誕生会
日　時：6月18日（日）　18:00〜
場　所： 六角堂 Grill&Bar
会　費：5,000円

◆次年度第２回クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　17:00〜18:00
場　所： 松魚亭

◆新旧クラブ協議会
日　時：6月19日（月）　18:00〜
場　所： 松魚亭
会　費：8,000円

◆河北RC 45周年記念例会
日　時：7月22日（土）　15:30〜20:00
場　所： アマンダンヴィラ金沢
出席予定者：厚見、髙桑幸一

   2 ヵ年　藤弥　昌宏    2 ヵ年　星　　忠利
   2 ヵ年　飯沼　潔人    2 ヵ年　川杉　朋弘

■ ニコニコ Box（敬称略）
鈴木博竹…本日は卓話の機会をいただき、ありがとうござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。
中村…昨日まで福井県で行われていた高松宮杯全日本社会

人選手権で、当行女子ハンドボール部ハニービーが優
勝、4連覇を達成することが出来ました。次は国体で
の5連覇に向けて精進いたしますので、引き続きご声
援よろしくお願いします。

厚見…田中会長、60周年のハードルを上げ過ぎないよう、
お願いします。頑張ります！

西川…誕生日プレゼントをありがとうございます。60代も
丁度半ばになりました。ますます頑張っていきたい
と思います。

　合計　1,444,425円　

❖  5 月 22 日（月）例会報告 ❖

■出席率報告
 5 月  8日   57 ／ 101　ホームクラブ　56.44%
 4 月24日   80 ／ 101　補正出席率　　79.21%
　　　　　　　　　　　　　     （出席免除会員2名）

５月は青少年奉仕月間です

6/19㈪例会は休会です

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか

❖  5 月 29日（月）例会 ❖

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”

■本日の卓話
 5 月29日  北星産業㈱代表取締役専務
  蟹

か に せ

瀬　 克
まさる

氏（金沢東RC）
  「雑学として監査」

■例会卓話予定
 6 月  5日  ㈱箔一代表取締役社長
  浅

あ さ の た つ や

野達也氏（金沢東RC）
  「継承と革新」
 6 月12日  交換学生　Victoria AUWAERTERさん
  「母国の紹介」
 6 月19日  休会
 6 月26日  会長・幹事退任挨拶
 7 月  3日  会長・幹事新任挨拶
 7 月10日  臨時総会（決算・予算）
  ５大奉仕委員長挨拶

■ おめでとう（敬称略）
◎ 4 月年間皆出席祝

39 ヵ年　小池田康成  36 ヵ年　笠間　史盛

Smile, Sing a Song
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.
Don't be weary, Just be cheery all day

long.
Whenever your trials, Your troubles and

your care
Seem to be more than you can really bear
Smile and the world smiles with you,

Sing a song.


