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２月：平和構築と紛争予防

１月１９日例会より

『 卓話 特定非営利活動法人高萩めだかの会 』
特定非営利活動法人 高萩めだかの会 理事長
小林正次郎 様
私は、多年にわたり医療、福祉、介護の仕事に携
わってきましたので、自己紹介の中でご説明しま
す。平成 27 年は全ての役職を辞任し退職、その
後、障がい者の方々に何か社会のお役に立てるよ
うな仕事をしてみたいと考え平成 29 年に「特定
非営利活動法人
（NPO 法人）高萩め
だかの会」を立ち上
げました。
年 2 回発行している
「めだかの通信」を
ご覧いただきながら
高萩めだかの会の活動状況をご説明します。（障
害者とは 18 歳以上の人、0 歳から 18 歳未満が障
害児と区分けされています）
各部門の主な活動として
生活介護：軽作業、お花見ドライブ、スーパー買
い物訓練、紅葉ドライブ、音楽療法、クリスマス
会、その他多数の行事。変化を持たせながら、楽
しく過ごしていただけるような支援をしていま
す。
就労継続支援Ｂ型：除草作業（県営アパート、個
人住宅）、軽作業（おみくじ、クラフト制作、缶
つぶし）、菜園農事、干しいも工場手伝い、クリ
スマス会。
児童発達支援・放課後等デイサービス：サーキ
ット（運動療法）。リトミック、さつまいも／じ
ゃがいもほり、英語教室、パソコン教室、ドライ
ブ、料理教室、クリスマス会。
月 日
１月２６日
１月２９日
２月 ２日
２月 ９日

グループホーム：居住施設です。料理体験。日常生
活習慣作り、集団生活の訓練、買い物訓。
ほっとＭＩＮＤ：元の東寿司も跡。クラフト製品の
かご、小物入れ、人形等々、ドライブ旅行、ボラン
ティアさんによるそば打ち試食会、心理相談。
高萩めだかの会は利用者様の生活の質の向上を最
大の目標とします。これからも
ご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
自己紹介を兼ねて：昭和 18
年山形市生まれ。その後国立下
総療養所附属准看護学院に進学し准看護人資格取
得。昭和 35 年、昭和医科大学付属烏山病院就職、
東京都立新宿高等学校進学（定時制課程）。昭和 42
年日立、日立梅ヶ丘病院建設業務従事、田尻ケ丘病
院建設業務従事、日立メデカルセンター看護学院看
護科進学し看護士国家資格取得、琴古流尺八竹韻社
入門。昭和 57 年、高萩市で身体障害者療護施設愛
正園建設業務従事（昭和 57 年開園）、高萩温泉病院
（現やすらぎの丘温泉病院）建設業務従事（昭和 61
年開院）、特別養護老人ホーム松籟荘建設業務従事
（昭和 62 年開荘）。平成元年日立、介護老人保健施
設田尻ケ丘ヘルシーケア建設業務従事（平成元年開
館）、平成 10 年に再び高萩で重症心身障害児施設水
方苑建設業務従事（平成 10 年開苑）、障害者支援施
設愛正園移転新築工事従事（平成 15 年開園）、特別
養護老人ホーム松籟荘増築（個室化・ユニット化）
工事従事（平成 15 年完了）。愛正会独身寮新築工事
従事（ＫＤＤ社宅跡地）平成 17 年完了。人間総合
科学大学人間科学部人間科学科進学（通信制大学）、
日本知的障害者福祉協会社会福祉士養成所進学、
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1.真実かどうか

公共イメージ委員：小森勇一 大河原浩 大髙司郎
田所和夫 石平光 今川隆
大平敏明 滝宗徳

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

社会福祉士国家資格取得（平成 23 年 4 月）、小規

は数百年後に生きる人たちにまで及びます。「環

模多機能型居宅介護事業所やすらぎの家、在宅療

境」は、未来の人たちが幸せに生きるための地球

養支援診療所やすらぎの丘温泉病院付属安良川ク

環境を、損なうことのないように、現代に生きる

リニック建設業務従事（平成 20 年開館）
。平成 22

ロータリアンが自分たちの行動（職業）に責任を

年日立、複合福祉施設一想園（特別養護老人ホー

持つ活動です。従って今回の地球環境保全プロジ

ム、障害福祉サービス事業所、共同生活援助事業

ェクトは、世代間の公平さという視点が取り入れ

所）建設業務従事（平成 22 年開園）。平成 26 年

られています。皆さん SDGs 頑張りましょう。

水戸、愛正会記念

又、ロータリー歌壇には日立ロータリーの鈴木一

茨城福祉医療センター建設業

務従事（平成 26 年 4 月開館）、特別養護老人ホー

良さんの「一面の

ム「松籟荘サテライト安良川別館」
（平成 26 年５

近か

白き畑が黒ずみて

刈入れ間

新そばの時期」が載っていました。

月開館）。平成 27 年、医療法人・社会福祉法人愛
正会常務理事、評議員等全ての役職を辞任し退職。

小森勇一：幹事報告

法人設立、特定非営利活動法人高萩めだかの会設

１．1／29

立認可登記（平成 29 年 12 月）、令和 2 年、障が

２．1／26（19：00～）Zoom 理事会開催の案内

い者デイサービスセンターめだか事業開始（令和

３．3／20

DTTS 開催案内

2 年 2 月）、障がい者グループホームめだか事業開

４．4／14

地区ゴルフ大会案内

始（令和 2 年 2 月）。受託事業として令和 3 年、

５．1／26

ロータリー

高萩市・北茨城市よりの委託事業として「地域活

情報館高萩 RC 記事掲載

動支援センターⅢ型事業ほっとＭＩＮＤ」の運営

予定

を引き受ける（令和 3 年 4 月）。

年）米山記念奨学生、周

第一分区 IM リモート開催に変更

６．元（2020～21

小林様は卓話最後の 5 分

培さんから新年の便り

間を利用し、終生の趣味

７．ハイライトよねやま誌

という尺八で北原白秋作
詞、山田耕筰作曲「この

大平敏明会員：３分間スピーチ

道」を演奏されました。

入会して２年半がたちまして、入会後半年経過し
た時点コロナ禍となり先輩方は常陽銀行での例会、

鈴木直登：会長挨拶

家族を含めた懇親会、ゴルフ会、英語発表会、柔

東大前での殺傷事件に大きな驚きがありました。

道大会、３団体例会、地区大会、

笠間ではいわゆる姑目が刺されて亡くなったの事。

来賓を招待した高萩ク

やくざの事件も水戸でありました。コロナだけで

ラブの周年式典をノー

沢山なのにいいニュースが欲しいですね。ロータ

マルな活動としている

リーの友１月号には 2820 地区（茨城県）の呼び

のだと思いますが、ま

掛けに、世界各地のクラブが呼応し、それぞれの

だ参加してこともない

国・地区で市民と共に、海岸や河川や湖沼をきれ

行事もありまして、ま

いにする「ロータリー地

だまだ、半人前どころか４分の一人前というとこ

球環境保全プロジェク

ろでしょうか。

ト」を行いました。最終

この２年半で、ロータリークラブの組織の力を実

的に 32,857 人が参加登

感したのは昨年の 11 月３日に行われたロータリ

録。茨城発世界に広がっ

ー奉仕デーの海岸清掃でした。私は、伊師浜海岸

たロータリー奉仕デー。

まで 10 分程度ですが県内から多くのロータリア

この運動の根幹が我々高萩の海岸清掃活動なので

ンが家族を連れて集まったのはすごいことだと思

す。これまでロータリーは、同じ時代に生きる人

いました。実際には砂浜にはマイクロプラスチッ

たちに、教育や援助を必要とする人々の人生を豊

クと呼ばれる破片もあることもわかりました。

かにしてきたと思います。他方、今回取組んだ地

入会 2 年目は会報当番になり、たまたま、50 周年

球環境問題の被害は、数十年後か、場合によって

の例会の時 2 回目の当番になり、楽しい懇親会の

写真を掲載する予定でしたが、コロナ禍で掲載は

４．地区大会

ＮＧとなりましたが、表彰者の写真等は記念誌掲

日程：2022 年 10 月 29・30 日

載ができましたし、父の乾杯の写真はお別れの会

会場：つくばノバホール、ホテル日航つくば

のパンフレットにも掲載いたしました。会報につ
いては石君平さん大髙司郎さんには見守っていた
だきながら戦力になることができたかなと思って

【本日のゲスト】

おります。

特定非営利活動法人

3 年目の本年度は青少年奉仕委員会で「萩っ子英

小林正次郎

高萩めだかの会

理事長

様

語発表会」の担当で、小森さん今川さん滝さんを
始め皆さんのご協力で収録放送を終えることがで

【ニコニコ BOX】

きました。全会員が運営に携わって参加者が集ま

佐藤利雄さん：我が家の庭に福寿草の花が咲きま

ってステージでの発表会から、個別に回数を分け

した。『春来草自生』

て収録し編集し放送するスタイルでしたが、試行

鈴木直登さん：小林様、本日はありがとうござい

錯誤しながら終了しました。

ます。何年ぶりでしょうか。若輩だった私も 70
を越えて間もなく後期高齢者になります。

第一分区 IM（1 月 29 日）がリモート開催に変更

小森勇一さん：コロナの第 6 波に気を付けて、活

となります

動したいです。小林様、本日は卓話ありがとうご

参加方法①②どちらかで 14 時 20 分入室

ざいます。

① 自宅や会社で Zoom を視聴する

鈴木啓志さん：小林正次郎様、本日の卓話よろし

② 月乃家、例会場でプロジェクター視聴する

くお願いします。

入室用のＵＲＬは後日案内します

大髙司郎さん：めだかの会

小林正次郎様、本日

の卓話楽しみです。よろしくお願い致します。
第 2820 地区

地区大会案内（５／７・８）

石君平さん：小林正次郎様卓話楽しみにしていま
す。
江尻寛さん、田所和雄さん、大河原浩さん、今川
隆さん、大平敏明さん、滝徳宗さん
本日計

１１，０００円

累計

２９４，２００円

【ロータリー財団】
本日計
累計
２０２２‐２３年度（大野治夫ガバナー年度）
「主要行事予定」
（DTTS）

３０７，６１０円

【ポリオプラス】
本日計

１．地区チーム研修セミナー

４７，４５０円

累計

２，３００円
４２，４７０円

日程：2022 年 3 月 20 日
会場：ホテルグランド東雲
2． 会長エレクトセミナー

【米山記念奨学会】

（PETS）

日程：2022 年 4 月 9・10 日
会場：ホテルグランド東雲
３．地区研修・協議会
日程：2022 年 4 月 24 日
会場：ホテル日航つくば

（DTA）

本日計
累計

３３，０００円
２４６，０００円

