RI 会長
D.2520 ガバナー
仙台南ＲＣ会長
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ホルガー クナーク
伊藤 智仁
山家 雪雄

仙台国際ホテル
毎木曜日 12:30～13:30
〒980-0021
仙台市青葉区中央四丁目 6－1
TEL．223-3652 FAX．223-3662
sendaisr@star.ocn.ne.jp
山家 雪雄
岩松 正記、高木 信三
大江 広満
佐々木利晃 武田 文孝 早坂 慎一

情報委員会

２０２０－２０２１年度 (№１５）第３０４４回

本日の予定
常盤木学園高等学校２年
佐々木麻由佳さん
≪ＩＡ年次大会代替え行事≫
ロータリー重点分野に関する提出レポート

「水と衛生についてのレポート発表」

次回（11 月 12 日）の予定
株式会社ワイエヌフジサービス
代表取締役社長 中澤幸夫会員
「地球温暖化とＧＨＰ（ガスヒートポンプ）
について」

出席率 会員数４６名
１０月 ８日 ６６．６７％
１０月１５日 ７１．１１％
１０月２９日 ５２．１７％

予 定
11 月 19 日 夜間例会
11 月 26 日 休会（祝日「勤労感謝の日」振替）
12 月 3 日 定例理事会
12 月 6 日鈴木俊一ガバナーエレクト激励会
12 月 7 日 合同幹事会
12 月 17 日 夜間例会「年忘れ家族会」
12 月 24 日 休会（クラブ定款第 7 条 1-ｄにより）
12 月 31 日 休会（年末年始休会）
先週のゲスト（１０月２９日） （敬称略）
㈱ポラリス 代表取締役 橋本展行
先週のビジター（１０月２９日） （敬称略）
なし

（１１月４日現在）

マルチプルフェロー受賞
１０月２９日

例会（令和２年１１月５日）

熊谷 晴樹 会員

お誕生日おめでとうございます
１１月１１日
小松
優 会員
ご結婚記念日おめでとうございます
１１月 ６日
鈴木 洋一 会員
１１月 ９日
加藤 秀次 会員
１１月１０日
日置 道隆 会員

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額
１０月２９日

２１，０００円
２４０，０００円

五十嵐 章 会員

１１月 「ロータリー財団月間」

１
１１
１月
月ロ
ロー
ータ
タリ
リー
ーレ
レー
ート
ト

１＄=￥１０４

先週の例会報告
「障害者雇用の○と×
株式会社ポラリス

～就労支援の現場から～」

代表取締役

橋本展行様

2015 年 2 月から障害者の就労支援事業をはじめ
ています。そこで出会った利用者や企業の経営者や
人事担当者の話や実例を元に障害者雇用における
成功しやすい形とそうではない形についてお話し
ます。
なぜ障害者雇用が必要なのか。障害者の法定雇用
率というルールがあるからです。満たせていない場
合は行政指導や社名公表、納付金の発生があります。
「働ける障害者っている？」「納付金からどう回避
すればいい？」という質問も多くの経営者から良く
聞きます。なぜ障害者雇用が難しいと感じるか、そ
こに課題があります。
本人の能力と業務の不適合や人間関係で躓き、長
く働き続けることが出来ないというのが障害者雇
用における課題です。その課題を解決させるものが
「就労支援事業」で、働くための技能習得や働き続
けるサポートをしています。
成功事例として障害者雇用枠を満たすだけでは
なく、戦力として普通に働くことが出来ている企業
との取組もある一方、結局働くことが出来なかった
人の失敗事例もあります。企業側も障害者雇用が出
来たところと出来ていないところの差があります。
障害者に接する際に大切なことは「障害を特別扱
いしないこと」
、
「ある程度障害について障害者自身

も企業側も理解
すること」がお互
いの課題を解決
し、望ましい関係
性を保つことが
出来ています。
そして企業側が障害者雇用をする際に大切なこ
とは、「できること」と「できないこと」を理解す
ること。これは障害者雇用に限った話ではありませ
ん。
目標を設定して企業として障害者にどんな仕事
をさせるか、迎え入れる体制を整えるか、事前に実
習で確認することで社風に合うかなどのチェック
も出来るのです。
最近では従業員が障害を持ってしまったかもし
れないという相談もされます。その場合も例外では
ありません。いろいろな不安も出てくるかと思いま
すが、その際には是非ご相談ください。今回のお話
が何かしらお役に立てれば幸いです。
≪詳しい資料の送付をご希望の方は、当クラブ事務
局までお申し出ください≫

新入会員のご紹介

今野 勝彦 会員
（職業分類）印刷及出版-書籍販売
生年月日： １９７２年６月１６日
勤 務 先： 株式会社プレスアート
役

職： 代表取締役社長

家

族： 妻、子供２名

趣

味： 日帰り温泉、犬の世話

推 薦 者： 佐々木利晃会員、中澤幸夫会員

星
毅会員：めっきり秋深くなって来てニコニコです。
山家 雪雄会員：1.申請中の「仙台南-白石ロータリー衛星クラブ」が 10 月に誕生しました。前期の和田
会長より引継ぎ、松良パストガバナー、星会員増強委員長及び麻生様らのご尽力に感謝申し上げます。
2.結婚祝いありがとうございます。44 回目を迎えることが出来ました。妻に感謝です。 3.㈱ポラリス
代表取締役 橋本様の卓話を楽しみにして。 4.㈱プレスアート 代表取締役社長 今野さん、心から
歓迎してニコニコです。
近藤 まい子会員：お天気が良いので来ました。お食事楽しみです。
佐々木利晃会員：今野さん、入会おめでとうございます。お待ちしておりました。これから一緒に楽し
い南ロータリーライフを！
大江 広満会員：㈱ポラリス 橋本様、卓話楽しみにしています。今野さん入会おめでとうございま
す！！一緒に仙台南 RC を盛り上げていきましょう。
菊地 宏幸会員：橋本さん、本日卓話楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
早坂 慎一会員：今野さんご入会おめでとうございます！！大歓迎します！！
木坂 尚文会員：ハッシーさんのお話、たのしみにしております！！今日はよろしくお願いします。
中澤 幸夫会員：本日入会いたしました、プレスアート今野勝彦さんおめでとうございます。私、紹介
者でございます。みなさま、宜しくお願いします。

本 日 の M E N U：洋食料理
○秋蕪のクリームスープ‟ カプチーノ“ベーコンの薫り
○ポークの茸入りグリュイエールチーズ焼き 冬野菜のグリル添え
○デザート

○コーヒー

○パン

