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点鐘・開会宣言・歌唱

お客様
＊9/26卓話者
秋山幸子様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第26 90地区 総社RC(岡山))
吉澤和久様(川崎稲生RC)

第６例会記録(プログラム)
【第１１回 ９月１９日(木) 】
会員卓話｢地区職業奉仕委員会の活動について｣
国際ﾛｰﾀﾘー 第2590地区 地区職業奉仕委員会委員

細谷 和彦会員

本日は卓話の機会を頂きありがとうございます。

その前に先日8月29日(木)の例会は申し訳ありませんで

した｡私と船の両方がﾄﾞｯｸ入りしました｡私自身は少々
ろれつがおかしいと感じる様になった為､福住先生に

相談した所､山口先生が専門との事で診て頂きました｡
そしてMRI診断の結果､脳梗塞その他異常は無いが､右側

の頚動脈の狭窄かもしれないと云う事で更に聖ﾏﾘｱ ﾝﾅ病

院を紹介され､脳ｼﾝﾁ脳波検査､神経内科で受診を受けた
結果､年相応の症状であると診断されました｡

そんな訳でろれつが回らない事もありますが､その時

はﾛ-ﾀﾘｰの友情でご容赦願います｡
さて本題に入りますが､職業奉仕について｢ﾛｰﾀﾘｰの友

7月号｣11 ﾍﾟｰｼﾞに掲載の横浜港北RCの桑原薫会員の｢職

業奉仕と奉仕の理念｣の文章を紹介します｡職業奉仕に
ついて良く纏められ説明されております。

今年度の地区職業奉仕委員会の年間ｽｹｼﾞｭｰ ﾙですが、

4月22日 次年度地区職業奉仕委員会 次第の決定
7月5日 地区委員会 全体会議

7月26日 教職員の現場研修場所の視察

川崎市教職員の研修場所として
①当ｸﾗﾌﾞ会員の宮崎二葉幼稚園

②ﾎﾃﾙK SP

8月30日 ｸﾗﾌﾞ職業奉仕委員長会議
以上が既に消化した予定ですが､今後は

10月18日19日 地区大会ﾊﾟﾈ ﾙ展示
10月29日 川崎市教育委員会 報告会

11月21日 横浜市教育委員会 報告会

12月24日 川崎市教育委員会(新人総括教諭)報告会

以上となっております｡地区職業奉仕委員会の主な活動
は先に述べましたﾛｰﾀﾘｰ会員の事業所において行われる

教職員の為の職場研修であります。
教育委員会よりその効果が認められ教職員が昇進す

る為の必要項目までになりました｡又他の地区には無い

ﾕﾆ-ｸなﾛｰ ﾀﾘｰ事業として認識されております。

｢ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を ｣

報告

＊理事会報告
1.11月の予定
11月 7日(木) 第2回ｸﾗﾌ ﾞ協議会 第5回定例理事会

14日(木) ｶﾞ ﾊﾞﾅｰ公式訪問
21日(木) 移動例会 防災教室 下作延小学校
28日(木) 移動例会 夜間例会 福住会員邸

2.高津区民祭 支出報告 社会奉仕委員長より 承認
3.納涼家族会決算報告 親睦活動委員長より 承認
4.納涼移動例会の件 親睦活動委員長より

納涼家族会の残金と社会奉仕委員会からの10万円を
予算に 承認

＊委員会報告
(9/19) ・副会長 杉崎晴男副会長

本日は、鈴木会長が所要にて不在のため代理で会務
を執り行います｡

10月の職業奉仕月間を控え地区職業奉仕委員会より
職業奉仕に関するﾎﾟｽﾀｰが各会員宛に届いていますので
本日配布します｡各会員の事業所に貼って頂きたいと思
います。
(9/26)・ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男副会長

9月24日戸塚ｶﾝﾄﾘｰ ｸﾗﾌﾞで地区大会ｺﾞﾙﾌ大会が東ｺｰｽ西
ｺｰｽに分かれて行われました｡優勝､取り切り戦優勝は
志村正夫会員です｡2位は茅根会員､3位菊池会員です｡
私は惜しくも15打差で負けました｡
新しいﾊﾝﾃﾞを決め､皆様に優勝の機会があるようにし
ますので､是非ご参加下さい。

来賓挨拶

吉澤和久様(川崎稲生RC)
以前お邪魔したのがｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐の時､7年ぶりです｡

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は大変です｡私の父がやった時は売り上げが

落ちましたが､私はそうならないよう頑張りました｡皆
様にも可愛がっていただきありがとうございました。
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9月19日 31 29 15 14 5 2 % 8 1 76 %

9月26日 31 29 22 7 7 6 % 12 5 76%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

9/19 13 13,000 149,000 372,000 40%

9/26 18 18,000 167,000 372,000 45%

9/19 13 13,000 151,000 620,000 24%

9/26 19 19,000 170,000 620,000 27%

9/19 13 17,000 257,000 1,200,000 21%

9/26 18 19,000 276,000 1,200,000 23%

9/19 13 13,000 157,000 600,000 26%

9/26 18 18,000 175,000 600,000 29%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺ ﾆｺ

BO X

ﾌﾚ ﾝﾄﾞ

ﾘｰ BOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 本藤光隆

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

【第１２回 ９月２６日(木)】夜間例会

＊ ﾊﾞﾅｰの交換 国際ﾛｰﾀﾘｰ第269 0地区 総社ﾛｰﾀﾘｰ ｸﾗﾌﾞ

＊卓話「経営者のためのﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ問題

～組織管理のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ」
国際ﾛｰﾀﾘ ｰ第26 90地区 総社ﾛｰﾀﾘｰ ｸﾗﾌﾞ

秋山幸子様
産業ｶｳﾝｾﾗｰとしてこちらにお邪魔しました｡最近の私の仕

事はほとんどﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに移行しています。
2011年3.11以降の企業の課題
・企業経営上の心の健康問題が､より複雑化｡背景には日本
の経済危機があります。
最近の日本は良くない方向に向かっています｡日本はﾒﾝﾀﾙ

の部分は欧米に比べ2～30年遅れています｡それが歪みとな
って欧米と何かやろうとしても出来ない状況にあります。
・3.11東日本大震災後も現地へ入るのに時間がかかりまし
た｡向こうで感じたのは既存の社会ｼｽﾃﾑでは対応出来なくな
っていると言うことで､日本の致命的な欠陥だと思います｡
これは被災地だけでなく､色々な職場で起きています｡日本
ではｹｱが社会的ｼｽﾃﾑとして動いていないことが問題です。
社員教育
経営者の方に覚えておいていただきたいのは青年期以降の
課題として｢発達障害｣の問題です｡鬱で診断書を持ってくる
人は､鬱だけではなく適応障害が多いのです｡日本では元々
そのような人たちが多かったようです｡人と挨拶が出来ない
など｢空気が読めない｣人達です｡こういう人達に対しては､
行政と一緒にｹｱして行かなければならないので難しい｡加え
て日本には発達障害を見ることの出来るﾄﾞｸﾀｰが少ないこと
も問題です。
依存症も増えています｡ｱﾙｺｰﾙ依存､ﾆｺﾁﾝ依存などです｡

男性では依存症にもかかわらず､認めたくない､注意しづら
い事が問題を大きくさせます｡女性では寂しい女性が多くな
り､それが原因で女性の依存症も多くなっています。
職業人としての成長を促進するための心のｹｱ･ｷｬﾘｱｻﾎﾟ ｰﾄ
・経営者の方々にお願いしたいのは､今の若い人には寂しい
人が多いので､親になってほしい｡そのくらいのつもりがな
いと扱えない場合があります。
精神障害等の労災補償状況
・現在はﾊﾟﾜﾊﾗなどが多く､精神障害､自殺による労災補償が
増えています｡鬱には攻撃性のある鬱とない鬱があり､見極
めが難しい｡厚生省からﾊﾟﾜﾊﾗ定義が出ている｡ﾊﾟﾜﾊﾗは役職
の上下に関係ない｡身体的な攻撃､精神的な攻撃､人間関係か
らの切り離し､過大な要求､過小な要求､この侵害です。

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽは会社を守るために必要です｡次のﾎﾟｲﾝﾄをﾁｪｯｸして
みて下さい。
①自社の就業規則を見直していますか。
②人事労務責任者としてﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ問題を意識し､継続的な知
識を得るようにしていますか。
③顧問弁護士や各専門家との連携は出来ていますか。
④管理職者や部下との心の交流は出来ていますか。
⑤経営者が学んできたことを自社で二次活用できています
か｡もしくは社員と共有できるように心がけていますか。

(9/19） ※順不同 会員は敬称略
三家 護 昨日はNWF(二ｹ領用水ｳｫｯﾁﾝ ｸﾞﾌｫｰﾗ ﾑ 二ｹ領用
水をきれいにしましょう)に大山街道探検ｸﾗﾌ ﾞ少年30名
が参加してくれました｡
細谷和彦 本日は私の卓話です｡どうぞ遠慮なくお眠り
下さい｡
志村正夫 9月16日から3日間妻と二人で北海道利尻･礼
文島､稚内を台風の中､旅行しました｡礼文では人が強風
で倒れるのを見ましたが､無事に戻りました｡
(9/26)
吉澤和久様(川崎稲生RC）久し振りに伺いました｡
鈴木良一 秋山様､本日は卓話宜しくお願い致します｡
佐藤哲夫 秋山様､本日はよろしくお願いします｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

≪会員誕生日≫持田裕弘会員 9/28 小山泰介会員 9/29
≪入会記念日≫
田名網成彰会員 H7.9.7 青木功雄会員 H18.9 .21
鈴木良一会長 H19.9.20 森山圭介会員 H21.9 .17
佐藤哲夫会員 H24.9.27 月岡涼吾会員 H24.9 .27
≪表彰≫ ☆第26回米山功労ｸﾗﾌ ﾞ(100万円が26回目)
☆米山功労者 第2回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 相馬元会員

第4回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 細谷やよい様
☆ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ﾎﾟｰﾙﾊ ﾘｽﾌｪﾛ ｰ3 細谷 桂様

祝慶事


