本日の行事予定 (2017 年 9 月 22 日)
第 3121 回例会
卓話担当：宅見康悦君
演
題：「勝幡城について」

ラブにおきましても 65 歳以上の会員が現在、34
名みえます（9/15 現在）。
先日、9 日（土）に 2760 地区の地区審議会と指
導者育成セミナーに行ってまいりました。地区財
政報告、監査報告に始まり指導者セミナーが開催
され、第 2 ゾーン公共イメージ・コーディネータ
ー（横須賀ＲＣ）の渡辺治夫さんを講師に迎え、
お話を伺ってまいりました。「クラブ運営とロー
タリーの多様性」といったテーマでしたが、大変
わかりやすく、昨年のＲＩ「規定審議会」におけ
る規定見直しの意味等、中身の濃い内容でした。
その中で特に時代が環境が変わればそれに准じて
柔軟性をもって対処、活動していかなければなら
ない、未来への備えが重要であると述べられまし
た。
○例会に関する柔軟性
○Ｅクラブとロータリークラブの同一化
○会員種類に関する柔軟性
○ローターアクトの二重会員身分
○入会金の件
おもに 5 つの提言がなされましたが、あくまで
も主体は各クラブであると明言されました。
ポールハリス
「世界は絶えず変化しています。私たちは世界
とともに変化する心構えがなければなりません。
ロータリーの物語は何度も何度も書き換えられ
なければならないでしょう」
チャールズ・ダーウィン（イギリスの社会科学者
種の形成理論・進化論）
「最も強い者が生き残るものではなく、最も賢
い者が生き残るものでもない。唯一生き残るこ
とができるのは、変化できるものである」
フリードリヒ・ニーチェ（ドイツの哲学者、超人）
「脱皮できない蛇は滅びる。意見を脱皮してい
くことを妨げられた精神も同じことである。そ
れは精神であることをやめる」
以上の言葉を念頭において、今年度新たに創設
しました戦略特別委員会を開催してまいる思いで
あります。

先回の記録（例会）
第 3120 回 ’17 年 9 月 15 日（金）晴れ
卓話担当：余郷達也君
講
師：津島公共職業安定所
所長
演
題：「人材が集まる企業とは」
ロータリーソング 「我等の生業」
ソングリーダー 堀田力男君
ビ ジ タ ー 中川俊治君(豊田西ＲＣ)
会 員 総 数 67 名
8 月 18 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員 16 名
本日出席会員 61 名
MAKEUP 会 員
8名
本日の出席率 91.04％
訂 正 出 席 率 96.72％
超 過 出 席 伊藤哲朗君（第 7 期 2760 地区ＲＬ
Ｉ会長エレクト研修パートⅠ）、佐藤敬治君、猪
飼充利君、飯村理君、伊藤誠君、野々山勝也君、
住田正幸君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田勝弘
君、横井知代君（65 周年実行委員会）、伊藤祥文
君（名古屋東南ＲＣ）

会長挨拶
佐藤敬治会長
今月 9 月 18 日（月）は
敬老の日です。2002 年（平
成 14 年）までは、9 月 15
日でしたが、それ以降は 9
月の第 3 月曜日となりま
した。多年にわたり社会
に尽くしてきた老人を敬
愛し、長寿を祝う。兵庫県多可郡間谷村の門脇政
夫村長と山本明助役が 1947 年（昭和 22 年）に提
唱した「としよりの日」が始まりとされています。
尚、老人福祉法によりますと、老人は 65 歳以上か
らとなっています。ちなみに当津島ロータリーク
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幹事報告
猪飼充利幹事
① 本日社会奉仕委員会が
例会終了後、この例会場
にて開催されます。
② 同じく本日例会終了後、
国際奉仕委員会がこの
例会場で開催されます。
③ 10 月 14 日㈯、15 日㈰に
開催される「第 5 回ワー
ルドフード＋ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）」案内
をお配りしました。なお、先週もお願いしまし
たが、第 5 回ＷＦＦバザー販売用物品提供の依
頼が来ております。各委員会 1 品をご提供いた
だければ幸いです。
④ 先般お配りした 2016-2017 年度
『ガバナー月信』
最終号の一部差替え依頼が来ましたので本日
配布しました。寄付報告の欄で、南尾張分区半
田ＲＣ￥62,000 と西名古屋分区名古屋西ＲＣ
￥100,000 が追記されております。
⑤ 9/18㈪13:15 より、地区青少年サミット（第 1
回地区クラブ青少年奉仕委員長会議）がキャッ
スルプラザホテルで開催されます。津島東高校
ＩＡＣ会長の川島君以下オーストラリア海外
派遣研修生の 2 人、顧問の稲守先生の 4 名が出
席されます。当クラブからは、相羽委員長が出
席されます。
⑥ 9/19㈫～21㈭に、台北滬尾ＲＣとのグローバル
補助金事業の事前現地視察へ、特使として鈴木
吉男君、寺島淳一君、加藤泰一郎君の 3 名が行
かれます。65 周年記念式典への招待状も持参し
ていただきます。
⑦ 米山学友（65 周年記念式典の通訳）の尤銘煌（ユ
ウ・ミン・ホァン）さんを囲む会を、10/13㈮18:00
～名駅ミタニビル 8F「プライベートダイニング
点(トモル)」で開催します。本日案内状を配布し
てありますのでご確認下さい。
⑧ 9 月 20 日㈬15：40 より、第 26 回津島東高校Ｉ
ＡＣ例会が開催されます。メークアップ対象で
すので、出席が足りない方はぜひご出席くださ
い。
⑨ 先日のガバナー公式訪問例会の記念写真が届
きましたので、お配りしました。

ニコボックス報告 第 3120 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
卓話よろしくお願いします。
中川俊治君（豊田西ＲＣ） 佐藤会長、就任おめ
でとうございます。そろそろ疲れが出る頃と思い、
日本文化を守る会を代表してエネルギーの注入に
来ました。これからも頑張ってください。
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事
①本日の卓話講師に津島公共職業安定所所長の
原昌子氏を迎えて。②本日ビジターに豊田西ＲＣ

中川俊治君を迎えて。③余郷
達也君、本日の卓話よろしく
お願いします。④児玉さんの
元気な姿を拝見して。
浅井彦治君、飯村理君、伊藤
祥文君、稲川明俊君、中村陽
介君、余郷利彦君 卓話講師
に職業安定所の 原昌子所
長をお迎えして。
児玉昭君 心配をおかけ致しました。一応元気に
なりました。お見舞いありがとうございました。
浅井賢次君 ①児玉さんのお元気な顔を拝見し安
心しました。②河西先生、先日はお忙しい中、時
間をさいてご教導賜りありがとうございました。
③神谷先生、お世話になりありがとうございまし
た。
浅井彦治君 中日新聞に津島警察協議会の写真が
載りました。児玉さんが元気に参加してください
ました。
高木輝和君 児玉さんの元気なお姿を拝見しまし
た。二度とお顔を見ることができないと思い、元
気なお姿を拝見し涙が止まりませんでした。
山田公男君 児玉さんが久々に出席されてました。
寺田晏章君 児玉さん、お元気になられておめで
とう。
住田正幸君、加藤則之君、山田勝弘君、山本達彦
君 児玉さんの元気なお顔を拝見できて。
水野憲雄君 児玉さん、元気になられてよかった。
矢田潔君 大好きな元気なアーチャンの顔を見て
うれしいです。
余郷達也君 本日の卓話、よろしくお願いします。
相羽あつ子君 朝晩涼しくなり、ほんのり秋の気
配がしてまいりました。運動会のシーズン、皆様
丈夫な体作りをしてください。
坂井裕君、伊藤幸蔵君 篠田君、エージシュート
おめでとう。
三谷栄一君 下水道工事で皆様にご迷惑をおかけ
しています。
吉田康裕君 公共工事もいよいよ始まってきまし
た。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いし
ます。
柴田伸彦君 台風が心配ですが、何事もありませ
んように。
宇佐美三郎君、杦田勝彦君 朝からいろいろ(北の
ミサイル)ありましたが、なんともなくてなにより
です。
鶴見治貞君、河西あつ子君、加藤隆朗君 ウィー
クリーに写真が載りました。
八谷潤一君、安江正博君 その他。

-2第 3121 回例会

卓 話
卓話担当：余郷達也君
講
師：津島公共職業安定所
所長
演
題：「人材が集まる企業とは」
【余郷達也君自己紹介】
・昭和 40 年生まれ(51 才)、
妻と娘 1 人(娘は 20 歳
になりました)
・趣味は登山、マラソン、
下手なゴルフ、他にも諸
々。少し前から書道教室
にも通っている。
・座右の銘というか好きな
言葉は、「今日の我に明日は勝つ」
・会社は平成 20 年 6 月に先代から社長交代し、約
10 年経った。
・会社の業務内容は冷暖房、給排水衛生、太陽光、
電気、防災の設備設計施工。建物管理として設
備保守、清掃管理、害虫等駆除防除、水質検査、
貯水槽清掃機器点検、空気環境測定。
・本社は津島。出先は県内、名古屋と東海市、九
州の大分と福岡、今は北陸方面にも進めている。
今年の 6 月から縁があり静岡市に電気工事保守
の会社がグループになり、私はそちらの社長に
もなり暫らく落ち着くまでそちらの仕事がメイ
ンとなる。
・地域活動は 1996 年に青年会議所に入会。2003
年 38 歳の時に理事長。その時のシニアクラブい
わゆるＯＢ会の会長が佐藤会長。2005 年愛知ブ
ロックの副会長をして卒業したが、その年が
愛・地球博の万博の大変な年で、愛知ブロック
としても万博関連の大きな事業を幾つも計画し
ており連日睡眠不足の日々でした。
その事業が終わると同時に 40 度を超える熱が
出て翌日から緊急入院。1 か月半入院した。そ
の半分は意識がなく大変つらい思いをした。
この入院がきっかけで物事の価値観や考え方が
大きく変わり、青年会議所活動の地域のまちづ
くりを通して色々なことが垣間見えたり、また
経験や勉強になったりして、今の会社経営や
色々な団体を通してのまちづくりや社会貢献活
動にも活かすことができていると思います。
・趣味について少し触れるとマラソンと登山をす
るきっかけは、8 年ほど前に九州に何度も会食
をするお客様の話で決まってマラソンの話と登
った山の写真を見ながらの話が多いのですが、
あるとき鹿児島の指宿のフルマラソンに一人で
出場するとのことで私もどんなものか気になり
当日応援に行きました。その後の会食で社長も
来年一緒に走ろうと誘われ、お酒を飲んでいた
勢いもあり約束してしまったのが走り始めたき
っかけですが、先に述べた入院から、あらため

てもらった健康に一度しかない人生、できるこ
とはどんどんトライしたい気持ちもあり返事を
してしまったのだと思う。とはいうものの最初
は１分も走れなかったので大変でしたが……。
今では登山をするためのトレーニングのために
走っているのと、マラソン大会の各地域のおも
てなしを楽しんでいます。登山について、なぜ
山に登るのかとよく耳にしますが、私の個人的
な思いは制覇したという達成感ではなく、登っ
た頂上での景色は言葉では表せないものがあり
ます。単純にその景色と体に刺さってくるよう
な星空を見たいだけです。山もあと何山登れる
かわかりませんが私の活力の源です。
つたない私の自己紹介でしたが耳を傾けてい
ただきありがとうございました。この後は津島
職業安定所の 原所長の素晴らしいお話にバト
ンをお渡しいたします。
卓話】
公共職業安定所は、1938(昭
和 13)年に開設されました。愛
称はハローワークです。
「じんざい」には「人材・人
財・人在・人罪」という文字が
ありますが、ハローワークでは
「人材」や「人財」を使っています。
人材が集まる企業
・魅力がある企業
・開発力、生産力、営業力が高い企業
・外からの見た目だけでなく、内部がよい企業
・給与や福利厚生がよい企業
愛知労働局の「働き方改革実行計画」
① 働く人の視点に立った働き方改革の意義
② 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
③ 賃金引上げと労働生産性向上
④ 罰則付時間外労働の上限規制の導入など長時
間労働の是正
⑤ 柔軟な働き方がしやすい環境整備
⑥ 女性、若者の人材育成など活躍しやすい環境整
備
⑦ 病気の治療と仕事の両立
⑧ 子育て、介護等と仕事の両立、障害者の就労
⑨ 雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職、再
就職支援
⑩ 誰にでもチャンスのある教育環境の整備
⑪ 高齢者の就業促進
⑫ 外国人材の受入れ
⑬ 10 年先の未来を見据えたロードマップ
応募が出やすい求人にするための Point
①書き方で変わる「職種」「仕事の内容」欄
仕事の内容の情報量が多い方がイメージでき、
判断しやすい。
②求職者の目線で考える
求人情報端末の画面の段階で目に留まる内容
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③必要な資格なども再検討
④ビジュアル情報でさらにアピール
10 月は正社員就職強化月間です

速 報
グローバル補助金事業視察と、津島ＲＣ創立 65
周年の招待状をお渡しするため台北滬尾ＲＣを訪
問している鈴木吉男君、加藤泰一郎君、寺島淳一
君の写真が facebook にアップされました(9/20)。

高義国民小学校
の授業を視察

その他
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伊藤哲朗副会長

中川俊治君
(豊田西ＲＣ)

相羽あつ子青少
年奉仕 委員長

10 月 14 日㈯
に津島ＲＣ創立
65 周年記念例会
を開催します

9 月 20 日㈬、
ＩＡＣ例会
があります

山田勝弘 65 周年
実行特別副委員長

65 周年記念例会で米山
学友の尤銘煌さんに通
訳をお願いします。前日
の 13 日に尤さんを囲む
会を開催しますので、皆
さんご参加ください

次回例会
第 3122 回 ’17 年 9 月 29 日 (金)
卓話担当：杦田勝彦君
講
師：服部国際特許事務所
所長 服部雅紀氏
演
題：「知的財産からみた
津島の地域おこし」
お知らせ
■職業奉仕委員会
と き：9 月 22 日（金）18：00
ところ：夢菓子屋
■第 5 回ＷＦＦバザー物品提供
募集締切：9 月 29 日着
■親睦活動委員会
と き：9 月 29 日（金）13：30
ところ：ツシマウール会館（例会場）

幅辰雄米山
奨学委員長

ソングリーダー堀田力男君（連写）
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