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国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2228 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 3 月 23 日（水） 第 2472 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告
会員数

出席者数

26(2)名

20(1)名

（

淺井英明委員
「友達になろう」
ＣＤで行う
大越雅也様
なし
山根健輔委員
出席率 前回
修正率
76.9％
―

前月
平均率
73.1％

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
皆様、こんにちは。まず、ゲストのご紹介です。
本日の卓話をお願いしています、大越雅也様で
す。大越様、お久しぶりです。本日はよろしくお願
いいたします。
私の園では今週末、卒園式を予定しています。
今日の午前中も練習でした。卒園式では、子ども
たちが今思う、自分の気持ちを表現するという場
面があります。たとえば、「２歳のころ、友だちが
『いっしょにあそぼう』と言ってくれてうれしかっ
た」とか「ともだちやかぞくをたたいてしまって、ご
めんなさい。ほんとうは、ごめんなさいをいいた
かったけれど、ゆるしてくれないかとおもうと、こ
わくていえなかった。だから、たたいちゃったんだ
けれど、いまなら、いえる。ごめんなさい」など、

周りの人に向けたメッセージです。まだ６年しか
生きていないのに、小さな心の中で一生懸命考
えていたことがわかります。それを聞くと、人は人
の中で育てられるということを強く実感します。
これは、子どもだけでなく、大人にも同じことが
言えると思います。クラブにあっても、人は人が
育てるのです。私より後に入会された方々に、私
ができることは何かと考えると大きなことは思い
浮かびませんが、小さなことでも一つずつしてい
きたいと思います。
◎幹事報告
高栁良作幹事
３月２１日でまん延防止重点措置が解除されま
した。本日までお弁当配布形式は実施します。
次回例会の形式については、理事会で検討後
ご連絡いたします
職業奉仕講演会が５月１８日１５時から実施さ
れます。会長、幹事、職業奉仕委員長などを含
め、各クラブ５名に限定されるとのことでした。
ご希望の方はおっしゃってください。
理事会は４月４日です。実施方法は追ってご連
絡します。
◎委員会報告
戦略計画委員会
平山滋也委員長
炉辺４月に予定。場所：上永谷駅近くのお店
メールで案内送ります。

◎ゲストスピーチ 神奈川県立総合職業技術校
（かなテクカレッジ）講師
株式会社アーキテック・デザイン 代表取締役
大越雅也様

『神奈川県立総合職業技術校(かなテクカレッジ)
の取り組みと私のセクション』
１．職業訓練とは
・職業能力開発促進法（昭和４４年制定）に基づく
・産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的
環境の変化による業務の内容の変化に対する
労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっ
ての円滑な再就職に資する
・青少年に対する職業訓練、主に新高卒者に職
業人として自立
・転職者に対する職業訓練
2．職業訓練機関の種類
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構
・職業能力開発大学校・短期大学校（ポリテクカ
レッジ）－新高卒 4 年制・2 年制
（職業能力開発大学校（旧職業訓練大学校）が
事業仕分けで再編）
・職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）
－転職者向け
神奈川県には「ポリテク関東」（希望ヶ丘）
・地方自治体設置の職業訓練校
・企業内職業訓練機関など
3．神奈川県立職業技術校
・２００４年から２校に再編
（１）東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
・鶴見区寛政町２８－２
・２００８年に旧県立寛政高校を改修して設立

（２）西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）
・秦野市桜町２－１－３
・２０１３年に旧県立秦野高校跡地に新築して設
立

4．かなテクカレッジ東部コース
(1)対象者：主に若年者（原則として 34 歳以下の
方）
・コース：コンピュータ組込み開発、自動車整備、
精密加工エンジニア、3 次元 CAD＆モデリング、
電気、建築設計、造園
・訓練期間：1、2 年
・定員：20、30 名
・訓練費用：有料
(2)対象者：概ね 55 歳未満の方
・コース：チャレンジプロダクト
・訓練期間：1 年
・定員：15 名
・訓練費用：無料
(3)対象者：主に離転職者
・コース：セレクトプロダクト、機械 CAD、溶接・板
金、庭園管理サービス、住環境リノベーション、ビ
ル設備管理、ケアワーカー、給食調理
・訓練期間：6 ヶ月、1 年
・定員：10、20、30 名
・訓練費用：無料
5．かなテクカレッジ西部コース
（１）対象者：主に若年者（原則として 34 歳以下の
方）
・コース：自動車整備、精密加工エンジニア、機
械 CAD システム、電気、ICT エンジニア、室内設
計施工、木材加工
・訓練期間：1、2 年
・定員：20、30 名
・訓練費用：有料
(2)対象者：概ね 55 歳未満の方
・コース：チャレンジプロダクト
・訓練期間：1 年
・定員：10 名
・訓練費用：無料
(3)対象者：主に離転職者
・コース：セレクトプロダクト、溶接・板金、建築
CAD、庭園エクステリア施工、ビルメンテナンス、
ケアワーカー、介護調理
・訓練期間：6 ヶ月、1 年
・定員：10、20、30 名
・訓練費用：無料

6．私のとりくみ
・１９９９年より当時の鶴見高等職業技術校で建
築施工の非常勤講師。その後平塚高等職業技
術校で同じ講座を受け持っていました。
・その後再編された東部総合職業技術校、西部
総合職業技術校で引き続き建築施工の講座で
講義をしながら就職相談を行っています。
・２０１９年に設立した株式会社アーキテック・デ
ザインで、住宅の新築・リノベーション、マンショ
ン共用部のメンテナンス、専有部のリノベーショ
ン事業を行っています。

（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
14,000 円
ニコニコボックス累計
459,000 円

◎ニコニコボックス
海野俊彦委員
大井会長
大越雅也様お久しぶりです。卓話楽しみにしてお
ります。

◎会報

高栁幹事
大越雅也様の卓話楽しみにしております。
青柳会員
大越雅也様ようこそいらっしゃいました。ご無沙
汰しております。卓話楽しみです。
淺井会員 福嶋会員
大越雅也様ようこそいらっしゃいました。
上杉会員
大越雅也様お久しぶりです。卓話楽しみにしてお
ります。
海野会員
まん防解除になりました。まだまだ油断大敵です
ね。大越雅也様の卓話楽しみにしております。
坂巻会員
まん防解除になりましたね。
佐々部会員 平山会員 宮島秀晴会員
宮島史裕会員
大越雅也様の卓話楽しみにしております。
根本会員
本日は２週続けて私の担当卓話第２弾です‼
大越雅也様よろしくお願いします。
山野井会員
唐変木（とうへんぼく）

◎米山チャリティボックス
坂巻会員 佐々部会員 宮島史裕会員 3 名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
3,000 円
米山チャリティボックス累計
120,000 円
◎次週の予定
3 月 30 日（水） 休会
4 月 6 日 （水） 通常例会 卓話者：宮下賢会員
青柳民朗委員

