国際ロータリー第２７５０地区

東京多摩グリーンロータリークラブ
２０１８～２０１９年度

増強から広げる

２０1９．０２．０６ 第１２９９回例会

◎司会

ＳＡＡ・親睦委員 小泉

◎開会点鐘

博

会長 三田みよ子

◎国歌「君が代」斉唱

No.２９－２３ ２０１９．０２．１３発行

・多摩東グループ IM が４/24（水）にルミエール
府中 コンベンションホール飛鳥で開催予定
・フレンズ“今月の出来事”11・12 月
・本日卓話者からの資料一式
◎次年度 会務報告
会長エレクト 代理
次年度幹事 田﨑 博実

ロータリーソング「我等の生業」
・次年度クラブ運営連絡会議日程は
3 月 20 日京王プラザホテルを予定
・次回例会後、被選理事会を開催。

ソングリーダー 吉沢 洋景
◎「四つのテスト」唱和
ＳＡＡ・親睦委員 小泉 博
◎お客様紹介
卓話講師

会長 三田 みよ子
ディーキャリア 八王子オフィス

【 委員会報告 】
◎各委員会・他

よし み

サービス管理責任者 松本 緑美 様
とくなが

あゆ み

生活支援員 得永 歩美 様
◎会務報告
会長 三田 みよ子
・地区規定審議委員会より各クラブ宛てに 2019 規定審
議会立法案の賛否・意見等を、規定審議委員長へ提出す
るよう依頼がありました。
その制定案と賛否表明を回覧しますので皆様ご確認下
さい。 また制定案が欲しい方はコピーをしますので
事務局にお知らせ下さい。
・1/28 第 2 回会長幹事会に幹事と出席しました
その際 ポリオの表彰を頂いてきました。
・米山奨学生次年度受け入れは 30 名に対し、37RC
の申請がありました。
・本日理事会を行います 役員・理事の方はご出席
お願致します。
◎幹事報告
幹事 菊池
敏
配布：Ｒ日本財団から確定申告用領収証
米山記念奨学会寄付領収証
東京稲城ＲＣ45 周年記念誌
回覧：・ガバナー月信 2 月号
・ロータリー囲碁大会が４/６韓国で行われます
参加希望の方は事務局まで
・東京米山友愛ＲＣ「米山奨学生・米山学友・
研究発表」開催のご案内
・ロータリー2750 地区ジャズ同好会 SPRING
JAZZ NIGHT ご案内

◎出席報告
守田
亨
会員総数
28 名
出席義務免除者
7名
出席者数 出席義務者
14 名
出席免除者
7名
計
21 名
出席率 21/28=７５.００％
第 1298 回(1/23)
訂正出席率=６９.２３％

◎ニコニコＢＯＸ

例会場 京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日 12：30～ 月最終例会 18：30～
事務局 〒２０６－００３３ 多摩市落合 1-43
京王プラザホテル多摩５６１号
TEL 042-372-6463 FAX 042-372-6491 E メール tamagrc@tamagrc.join-us.jp

ＳＡＡ・親睦委員 徳原

透

三田みよ子 雨が冷たいです 當間さんが元気に
なられて良かったです。
菊池
敏 ディーキャリア八王子オフィス松本様
得永様卓話楽しみにしております。
大松 誠二 先日の義理の母の葬儀にご会葬頂き
ありがとうございました。
田﨑 博実 松本･得永様卓話よろしくお願いします。
村上
久 立春が過ぎても寒いですネ。
初野 有人 ディーキャリア 松本様 卓話あり
がとうございます。
会長 三田みよ子 幹事 菊池 敏
会報・記録委員長 小泉 博
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠
森本由美 田﨑博実
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/

杉山 真一 松本さん得永さん卓話お願いします。
・就労移行支援の役割
皆様暖かい目で見守って下さい。
① 職場体験等の活動機会の提供。
関岡 俊二 松本 得永様卓話楽しみにしております。
就労に必要な知識、能力向上に必要な訓練
小泉
博 お客様卓話よろしくお願いします。
② 求職活動に関する支援
森本さま会報宜しく！！
③ 就職後の職場定着のために必要な相談等の支援
足立潤三郎 昨日春かと思えば今日は冬です。
健康管理に気を付けよう。
遠藤 二郎 ディーキャリア松本さま、卓話よろしく
お願い致します。
伊澤ケイ子 暖かかったり寒かったり身体が付いて
行くのが大変です。
森本 由美 松本さま、得永さま、今日は卓話楽しみ
です！！
福岡
均 あいにくの天気ですが、皆様いつも
以上に元気で インフルエンザには
特徴は３つあります！
お気を付けて下さい！
オフィス空間・プログラム・就職支援
瀬戸
武 本当寒いですね。もうすぐバレンタイン
デーですよ。
徳原
透 いよいよ受験シーズンのピーク
連日満室。
《 お二人は資料をご用意下さり、分担しながら PPT
本日の合計 ￥２２,０００（累計￥ ５９６,２２３ ）
を使ってプレゼンをして下さいました 》
◎卓話者紹介
プログラム委員長 初野 有人
紹介者 杉山会員よりひと言
社会貢献事業として昨年 8 月＜ハッピーテラス＞
を設立しました。二人は緊張していると思います
のでよろしくお願いいたします。この事業は会員
の皆さまの今後の参考になると思います。
つよみ

よわみ

◎卓話
「 凸 を仕事に 凹 に工夫を 」
生きずらさを感じている大人の発達障害の方の、
就労移行支援 ディーキャリア 八王子オフィス
サービス管理責任者 松本 緑美 様
生活支援員 得永 歩美 様

発達障害とは
二次障害 本来的な特性が強く表出したり、共存して
他の症状や疾患が生じたるするもの。
大人の発達障害 大人になるまで発達障害に気づかず、
大人になってから診断を受けたり、自覚するものを大人
の発達障害と呼んでいます。
プログラム
ライフスキルコース：ビジネスマナー研修
名刺交換の実践を学ぶ
ワークスキルコース：できる事を明確にする
意思疎通の実践体験など
リクルートコース ：書類作成・面接練習
就職活動、ハローワークと連携
就職前チェック項目
安定的に就労し仕事を通して成長する為
準備・障害の安定、受容できているか・協調性の見込
支援体制が整っているか・
成長しようという意欲があるかどうか、等。
◎お礼と閉会点鐘
会長 三田 みよ子
【 編集後記 】

・放課後等デイサービス「ハッピーテラス」
障害のある就学児(6 歳～18 歳)向けの学童保育の
ような障害福祉サービスです。
送迎は行いません。その理由は就業移行支援を事業
目的としている為、自立を支援する事が目的として
います。
・期間：通常 2 年＋追加は最大限 1 年可能 = 3 年
市町村審査会にて必要性が認められた場合に限り、
最大 1 年間更新が可能

ことば遊び ： 18 歳と 81 歳の違い
〇道路を暴走するのが 18 歳、逆走するのが 81 歳
〇こころがもろいのが 18 歳、骨がもろいのが 81 歳
〇恋に溺れるのは 18 歳、風呂で溺れるのが 81 歳
〇偏差値が気になる 18 歳、血糖値が気になる 81 歳
今が一番寒い時期。もう少し頑張れば春はすぐそこ
（友のメールより）
今週の担当 森本 由美

