
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

会員の皆さん、先週の親睦納涼同伴例会に

は多数ご出席いただき、ありがとうござい

ました。今日の卓話はパブリックサービス

の稲垣社長です。高齢者の活用についてお

話頂きます。よろしくお願い致します。 

 今月の「広報ずし」に鈴木久弥さんの柏

原村の記事と、草柳博さんの小坪砲台トン

ネルの大爆発でお兄様を亡くした記事「混

乱の日に生きる」が掲載されています。 

 また、8 月 26 日（日）文化プラザで、野村昇司さんの「消

された村・柏原」の講演があります。14 時から 16 時まで、

入場料は 500 円です。行かれる方は、よろしくお願い致しま

す。 

 遅くなりましたが、お知らせです。7 月 17 日（土）辻堂の

アイクロス湘南で地区ロータリー財団セミナー・補助金管理セ

ミナーが開催されました。三宅地区財団補助金委員会委員長と、

地区岡本補助金配分推進委員、当クラブロータリー財団矢部光

治担当理事、そして私と清水幹事の 5 名で受講して、財団補助

金管理セミナー終了証書を頂いてきました。グローバル補助金

は、6 つの分野に該当することが条件です。 

①平和と紛争予防・紛争解決②疾病予防と治療③水と衛生④母

子の健康⑤基本教育と識字率向上⑥経済と地域社会の発展 

以上の重点分野に該当すること、30,000＄以上のプロジェク

ト、実施団と援助団のクラブ共同事業軸が開催する補助金セミ

ナーに参加すること。以上が条件となっております。次年度・

大野年度で、服部会員の奥様の出身国キルギスへのプロジェク

トの補助金申請をしたいと考えております。 

 7 月が終わり、8 月に入っても猛暑・酷暑の日が続いており

ます。体調には十分注意してお過ごしください。 

 先週のバーベキューで演奏されたクマさんのバンドが出演さ

れる、フラ・アロハ・パーティーが 8 月 12 日（日）15 時か

ら 18 時まで、葉山マリーナ３F エメラルドルームで開催され

ます。会費は 3,500 円です。案内状が私のところに届いてお

りますので、ご希望の方は、どうぞ私までお申し付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 会員数 49 名（出席免除 4 名） 

       出席者 37 名 出席率 77.08% 

 

幹事報告 

清水幹事 送付物：ロータリーの友 8 月号 

開催案内：・8/8（水）18 時～会長幹事会 

於：魚勝 

その他：・R 日本財団より H30.1.1～6 月末までに受領

した故人寄付の領収証が送られて参りました。皆

様にお渡し致します。 

   ・7 月西日本豪雨により被害地への義援金、もう一

度募金箱を回します。宜しくお願いします。 

委員会報告 村松雑誌委員長：今回も、ロータリーの友 8

月号より興味深い記事を抜粋いたしました。是非

ご一読ください。 

財団ニコニコ 宝子山   ＄200 

鈴木（安）、矢部（房）、菊池、北島、匂坂、 

森澤、桐ケ谷、大下  各＄10 

米山ニコニコ 宝子山 20,000 円 臼井 2,000 円 

船津、鈴木（安）、矢部（房）、菊池、北島、 

匂坂、森澤、桐ケ谷 各 1,000 円 

8 月理事会報告 

・7/26（木）納涼同伴例会の報告…参加者 51 名、盛況

の内終了、若手不足が課題        →承認 

・8/19（日）地区 IAC ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ懇親会について 

…逗子開成海洋センターにて、BQQ 大会開催、逗子 RC

ホスト役で参加。60,000 円の支出、参加予定 

10 名程度              →承認 

・8/30（木）会員増強・退会防止フォーラムについて 

…地区委員長松下力氏の卓話、その後話し合い             

→承認 

・9/20（木）新世代からの報告について…例年通り実施。

助成金各 30,000 円          →承認 

・9/30（日）ビーチバレーボール大会について…例年通 

り実施。課題はプロ選手の活用法。  →継続審議 

・その他…60 周年を含め選考委員会開催予定 
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例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 
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会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

本日の進行（12:30） 
平井 竜一氏 
（逗子市長） 

「将来の逗子像」 
―次回のお知らせ― 
8 月 23 日(12:30) 
柴田雄一郎氏 

（ZAF2017 プロデューサー） 

「逗子アートフェス 

ティバル」 

 

逗子ロータリークラブ Weekly Report 

―2720 回 例会記録 2018 年 8 月 2 日― 

山本会長の時間 



 

 

 

  

私の両親は逗子生れで私自身は中学の頃から逗子に居住し、仕事の関係で東京・横浜・海外にもい

ましたが現在は逗子に戻ってきています。ご縁があり㈱パブリックサービスの社長をすることとなり

今年の６月に再任され３年目を迎えています。就任前に「将来の逗子のパブリックサービスのあり方

について」のレポートをしたことを覚えています。                 本日は、私

が勤める株式会社パブリックサービスの設立に至る歴史・現在の活動・将来像について卓話をしてい

きたいと思います。 

昭和４０年以降、逗子市では宅地開発により市内人口が５万８千人と２万人増加し、パブリックサ

ービス充実の必要性が高まり、また、高齢者の増加により高齢者職場の確保が行政課題となりました。

昭和５０年代より各市町村はパブリックサービスとして「シルバー人材センター」を設立し運用を始

めましたが、逗子市は多額の設立資金ため設立を断念し民間も公共サービスの一部を担うべきとの考えのもとに逗子市が５１％出資

し株式会社方式で課題をクリアしようとしました。こうした背景で当社が平成３年８月に設立されま

した。 

現在当社は、資本金１０４０万円で１１７名の従業員とともに受託事業・指定管理事業・自主事業

の３事業をおこなっています。受託事業として市営駐輪駐車場４ヶ所の管理運営・福祉バスの運行・

市内街区公園７５ヶ所及びハイキングコース４ルートの維持管理等、指定管理事業として逗子文化プ

ラザ・市民交流センターの運営管理、自主事業として逗葉地域医療センターの施設管理等・逗子清寿

園の庭園管理等を行っています。事業は順調ですが、現在の問題点として就職希望者の減少があげら

れます。一般企業の定年延長・景気回復による就業機会の拡大・待遇の見劣り等の理由で、以前は４

０～５０人いた待機者が現在数名ほどになっています。改善しなければと考えています。また、設立

以来健全経営に努め内部留保を蓄積してまいりましたが一部市民より税金投入が主のため還元せよと

の意見があり、高齢者施設に寄付する等さまざまな意見があり対応を考えているところです。 

当社の将来ですが受託事業については、市の財政対策プログラム発動以降増加は見込まないため新

規分野への展開が不可欠になると考えています。具体的には家事支援サービス・空き家管理サービス・

人材派遣サービス等で既に業務を始めています。また、昨年６月に決定した新事業開発準備金の有効活用・逗子市の活性化・人口減

少抑止策への協力を通じて事業を推進していくことも考えております。 以上、ありがとうございました。 担当：岡本 久 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本（由）君…8 月に入り猛暑酷暑の日が続きます。体調を管理

してお過ごしください。 

清水（惠）さん…納涼 BQQ お疲れ様でした。稲垣様宜しくお願

い致します。 

鈴木（安）君…納涼会大成功岩堀委員長さすが。 

福嶋君…毎日暑い暑い。 

毛利君…暑いですが元気です。 

鈴木（久）君…逗子の広報に写真が載りました。 

船津君、山科君…稲垣さんスピーチ宜しく。 

矢部（光）君、矢部（房）君、藤吉君、岡本君、服部君、松田君、

桐ケ谷君…稲垣様卓話よろしくお願いします！ 

安藤君…8 月に入ったぞ、さらなる暑さを乗り切りましょう。 

橘（武）君…とにかく暑いだけ・・・。 

臼井君…フウー。 

松井君…矢島さん横浜スタジアムまで行っての応援ありがとうご

ざいました。横浜・慶應は強い！残念鎌学、桐光。 

宝子山君…肺炎になって 1 ヵ月余り、久々の例会。まだなんとか

生きています。 

 

株式会社パブリックサービス 

代表取締役社長 稲垣 正氏 

村松君…暑い暑い。熱中症に注意。 

三宅君…稲垣様、早く入会して下さい。 

草柳君…卓話がんばって下さい。熱暑、又、水害のり越え

ましょう。 

石田君…8/4、15 時より 2019-20 年度青少年交換学生

募集説明会を行います。 

桐田君…あつくて！あつくて！助けて！ 

菊池君、匂坂君…パブリックサービス㈱稲垣様、卓話（入

会）よろしくお願いします。 

北島君…8 月も猛暑、熱中症だけは注意。 

岩堀君…納涼会同伴例会は有難うございました！ 

山本（三）さん…逗子広報表紙の鈴木久弥さん素敵です。 

大野君…車の温度計が 40 度、自宅の給湯器の設定温度を

超えています。暑中お見舞い申し上げます。 

森澤君…暑すぎます。 

横山君…いやー、暑いですねー。 

中根君…とにかく暑い。 

横瀬君…本当に暑いですね。 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥５４,0００   累計 ￥２４１,０0０ 
 

「広報ずし 8 月号」に
鈴木久弥会員と草柳
会員の記事が掲載さ
れました。 

「私だけしかもう、残っ

ていないので、表紙に載

ってしまいました。 

皆さん、よかったら、読

んでください」と鈴木久

弥会員のコメントでし

た。 


