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第 1875回（本年度 第 10回） 例会 平成 23年 9月 14日  晴れ  

●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱「奉仕の理想」 ♪ソングリーダー 石川 庸 

       

本日の卓話者紹介        増田 昌美 会長 

元 ㈱京急ウイズ取締役      熊谷 孝次 様    

  

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ             高橋 賢二 様 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．増強の名寄せの協力をお願いします。目標は純増１

０名ですので、１００名くらいのリストアップを目標と

しております。 

２．川崎大師 RACよ

りサッカーJ リーグ

観戦移動例会の案内

が来ております。ポス

トに案内を入れてあ

りますので、多くの皆

様の参加をお願いします。 

  内容：川崎フロンターレ VS 横浜・F・マリノス 

  日時：１１月２６日（土） 

  時間：１３：１５集合 

     １３：３０点鐘 

     １４：００試合開始 

３．地区大会の案内が届いております。 

     日時：大会初日 １１月４日(金) 

        ２日目  １１月５日(土) 

   場所：パシフィコ横浜会議センター 

４．地区よりメージャードナー午餐会(ごさんかい)の案

内が届いております。当クラブからは牛山会員が出

席対象者となっております。 

  日時：１１月２４日（木）１２：００～１３：３０ 

  場所：大阪 リーガロイヤルホテル 

５、昨日、会長幹事会に出席して川崎大師ＲＣとして質

問と提案をさせていただきました。 

(1)東日本大震災義捐金の使途を教えてください？ 

神戸ガバナー補佐からの回答は、全国３４地区で集ま

った義捐金は９．７億円集まりました。 そのうち１

億数千万円は各被災地に送られました。残りについて

は、まだ決まっていませんが１つの案としてあしなが

育英会を通して被災地に送るということが検討され

ております。 

(2)川崎大師ＲＣとして、期間限定で米山の資金を被災 

地の学生に向けられないかと提案しました。 

(3)第１グループ本年度の国際青尐年交換留学生の受入 

は川崎日吉ＲＣで、各クラブの負担金は３，０００円 

×会員数ということになりました。  

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．第１回ファイヤーサイドミーティングの開催案内を

メールとＦＡＸで送らせていただきましたので、出

来るだけ多くの参加をお願いします。なお、都合に

より他のグループに参加していただいても結構で

す、その場合は事前にグループリーダーに連絡をお

願いします。 

２．本日は川崎大師 RACの例会がありますので、でき
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るだけ多くの方の参加をお願いします。 卓話は増

田会長です。 

   日時：９月１４日（水）PM８：００～ 

   場所：川崎大師 RC 事務局 

３．米山梅吉記念館 館報を回覧させていただきます。 

  同時に募金箱を回覧させていただきますが、館の維

持費として１００円以上の協力をお願いします。 

４．理事会議事録をポストに入れさせていただきました

のでご参照願います。 

５．次週は８ＲＣゴルフコンペがあり、当クラブから１

０名の参加をします。 

  例会場が寂しくなるので、出来るだけ多くの会員の

例会参加をお願いします。 

 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1875 回 60 51 35 16 68.63 ％

1873 回 60 50 33 17 66.00 ％

1 修正出席率68.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ             

鈴木 幹久                 会員 

7月度出席順位 

２７５％武者惠吾会員 

２２５％増田昌美・水口衛・牛山裕子    各会員 

１７５％石川庸・須山文夫・飯塚元明    各会員 

１５０％中村眞治・竹中裕彦・横山俊夫・岩井茂次・ 

    鈴木昇二・小林勇次        各会員 

１２５％船山昭三・野沢隆幸・石渡利治・白石浩司 

                     各会員 

ホームクラブ１００％ 

    船山昭三・布川二三夫・長島 亨・中村眞治・ 

    竹中裕彦・増田昌美・横山俊夫・遠藤悦弘・ 

    石川庸・白石浩司・岩井茂次・武者惠吾・ 

    宮山光男・船木幸雄・飯塚元明・野沢隆幸・石

渡利治・鈴木昇二・水口 衛・小林勇次・牛山

裕子・鈴木節夫・谷澤幹男  

  各会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

川崎ＲＣ 高橋 賢二 様 

お世話になります。 

野沢 隆幸 会員 

朝夕の新涼、日中の残暑。今の陽気に戸惑いを感じます。 

お互い元気に過ごしましょう。 

船山 昭三 会員 

本日妻の誕生祝のお花が届くそうで有難うございます。 

牛山さん、本日の読売新聞を読ませてもらいました。大

変なご活躍で。 

安藤 賢一 会員 

１．先日 女房の誕生祝いが届きましたので。 

２．日経新聞に長男の談話が載りましたので。 

石川 庸 会員 

横山さん、武者さん、昨日は有難うございました。イイ

誕生日になりました。 

竹中 裕彦 会員 

草野球への助成ありがとうございます。大切に使わせて

頂きます。 

牛山 裕子 会員 

本日の川崎大師ＲＡＣ例会での増田会長の卓話を楽し

みにしております。 

会場は当クラブの事務局、開始時刻は午後８時です。 

皆様のご出席、宜しくお願い致します。 

小林 勇次 会員 

野球部に補助金ありがとうございます。 

本日のニコニコのテーマ 

「今日はメンズバレンタインデー 奥さんに下着のプ

レゼントはいかが？」 

♪水口 衛♪増田昌美♪武者惠吾♪谷澤幹男 

♪矢野清久♪石渡勝朗♪沼田直輝♪飯塚元明 

♪鈴木節夫♪村石庄作♪伊藤佳子♪船木幸雄 

各会員 

委員会報告 

ゴルフ同好会          白石 浩司 SAA 
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9 月 21 日（水）歴史・伝統ある戸塚カントリークラブ

にて第 29回 8クラブ対抗ゴルフ大会が行われます。 

毎年我々大師ロータリークラブは優勝をしており、昨年

は個人でも優勝をしました。10 名参加のため例会を欠

席しますが、皆様声を掛け合って 1人でも多くの例会出

席をお願いします。 

 親睦委員会          岩井 茂次委員長 

9月 28日（水）第 2回二水会を開催します。 

石川会員のお店で、仲見世通りの仲見世小学校で行いま

す。まだ席に若干余裕がありますのでご都合のつく方は

ご参加お願いします。 

10月 5日職場訪問移動例会を行います。 

この後回覧にて出欠の方を回しますのでお願いいたし

ます。来週・再来週にて会費の方を徴収させていただき

ますので、参加の方はご準備をお願いします。 

こちらの方はまだ、お席に余裕がありますので皆様ご参

加お願いします。 

卓話者紹介           谷澤 幹男 会員 

略歴 

昭和 40年 10月  京浜急行電鉄株入社 

昭和 49年 3月  産業能率短期大学卒業 

平成 15年 9月  ㈱京急ウイズ 取締役社長就任 

平成 22年 5月  同社社長退任 相談役就任 

平成 23年 5月  同社退任 

日本産業カウンセリング協会会員 

卓話「障害者雇用と社会的責任」          

㈱京急ウイズ 元取締役社長   熊谷 孝次 様 

㈱京急ウイズは親会社京浜急行電鉄の「特例子会社」と

して「障害者の雇用の等に関する法律」により公共職業

安定所長の認定を受けた会社です。 

 ハローワークの認定を受けた会社は全国で 300 数十

社あり当社は平成 15年 9月に受けました。当時京急は

障害者雇用に消極的で納付金を課せられていた。いわゆ

る罰金です。CSR（社会的責任）の観点からただ払って

いればいいというもので済まない。社会貢献しようと京

急ウイズを立ち上げることとなりました。その当時の人

事部長が谷澤幹男さんだったと記憶しています。 

「働くことで自立と社会参加を果たしたい…」障がい者

の方々のそうした思いに応えるために、私たち京急グル

ープでは㈱京急ウイズを設立し障がい者の方々に社会

進出の場を積極的に提供し京急グループ全体から障害

を持つ方や高齢者の方が対応できる業務を集約するこ

とによってより働きやすい環境を提供するとともに雇

用の一元管理など業務の効率化も進めています。 

 実際にはまず京急川崎駅内の清掃業務から開始し知

的障害をもつ方が清掃の仕事ができるのか心配でした

が 2 名の方を実習という形で採用してみたところ目か

ら鱗！実に良く働いてくれました。今は 40 数名になり

ました。 

ホテル環境整備業務はホテル・グランパシフィック・

LE DAIBAにおいてごみの分別、牛乳パック等のリサ

イクル業務、外周の清掃を行っています。 

クリーニング業務は新逗子事業所に洗濯機・乾燥機・シ

ーツアイロナー

を導入し現業職

員の宿泊用リネ

ン類のクリーニ

ングを行ってい

ます。この業務

は機械等導入に

あたり投資面で

かなり決断のい

る事業でした。ベーカリー業務は「スワンベーカリー」

のフランチャイズ店として横須賀の京急県立大学駅校

内で営業してます。 

現在では関係会社特例認定により京急グループ全体で

常用雇用者数の 1.8％以上の雇用を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会９月 28日（水） 

卓話 

横浜港北ロータリークラブ会長 桑原薫様 

ロータリーの奉仕の理念と職業奉仕について 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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