4６期【No33 号】第 2201 回例会
（過去 3 回の修正出席率
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「 こ ど も 食 堂 に つ い て 」

【本日の卓話】
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ココカラ 代表 北村万浪様
5 月は青少年奉仕月間です！

【前回の会長挨拶】
本日の例会は当クラブの平成最後の例会となります。5/2 は休会ですので翌週 5/9 が
令和最初の例会となります。平成の最後、令和の最初の会長として記憶に残るか否かは
別として記録には残ります。昨日はソフトボールの練習日でしたが、またまた天候不順
のため中止となりました。10 日(水)17 日(水)とすべて週のうちその日のみが雨という
ことで結局一度も練習ができませんでした。大会の当日選手の皆さんは怪我をしないよ
うに自主練習をお願いします。先週 5/19 岩月基金の報告のため、フォトブックを持参
して奥様を訪問しました。お久しぶりにお会いしましたがお元気にされていました。こ
れをもって岩月基金に関するすべての事業が終了しました。同じく 5/19 は午後より姉妹クラブである松本東
RC の創立 35 周年記念例会に出席してきました。松本はお城がある市内はまさに桜が満開でとてもきれいでし
た。ゴルフをプレーしました松本浅間 CC は本年度の望月会長がオーナーのクラブですが標高が 800ｍ程度と
市内よりやや高いため、これから満開を迎えるところでした。ただコースから見える山並みは常念岳、乗鞍と本
当に見事でした。自然も素晴らしい時期でしたが、松本東ＲＣのメンバーの心のこもったおもてなしに大変感動
をしました。記念例会はもとより、2 次会、3 次会、翌日の記念ゴルフコンペとクラブを挙げてもてなしていた
だきました。次回松本東 RC が岡崎にお越しの際には、当クラブも精一杯のご接待をして少しでもお返しができ
ればと思います。せっかくですので松本東ＲＣとの姉妹クラブ提携のいきさつを簡単に述べます。昭和 62 年に
RI260 地区が愛知県 2760 地区と長野県 2600 地区に分割。その当時、松本東 RC は三村昭平会長、当クラブ
は第 14 代成田敏圀会長でした。愛知、長野とせっかくのご縁があるということで姉妹クラブ提携の機運が盛り
上がり、クラブ名に東がつくこと、両市とも城下町であるという共通点から姉妹クラブになったと聞いています。
記念例会では三村さんともお話をさせていただきましたが、パストガバナーであり昭和 2 年早生まれの 92 歳で
すが大変お元気にされていました。当クラブの成田さんは現在名誉会員ですが、先日の拝観例会で皆さんも拝見
された通りやはり同じく昭和 2 年生まれですがお元気にされています。松本東 RC とは 32 年間に亘り姉妹クラ
ブとして交流を続けてきました。今後とも末永くこの交流が続くことを願ってやみません。

【前回の卓話】

「外国人材の受け入れについての最新動向」アライアンス総合事務所 代表 太田康弘様

近年、日本を訪れる外国人観光客が増加しました。私たちの身の回りにも日本に定住
する外国人の方が増えて、やりとりする機会も増えてきたと思います。日本で生活を
する外国人は、日本に入る際にビザを取得して、滞在する目的に応じて在留資格とい
う許認可を得ております。２０３０年までに６４４万人が不足すると言われている労
働力。シニア層、女性の社会復帰、人工知能や自動化により補っても、なお８０万人
が不足するといわれております。日本の社会生活を守るためにも、不足する労働力を
外国人材により補う必要があります。平成３０年１２月８日に入管法の改正と新たな
在留資格「特定技能」が設定され、１２月末に制度の基本方針を定めて、２月に試験方針を決めて、３月に試験
要領という形で、かなり矢継早にきまってきました。そして４月には入国管理局が出入国在留管理庁に格上げに
なり、上記の法律が施行されました。報道等では外国人労働者（主に技能実習生）に対する搾取的な扱いをセン
セーショナルに取り上げるあまり、この特定技能に関する取扱いが深堀できていない印象があります。矢継早に
決まったのは事実ですが、各省庁、きちんと検討して、実務に落とし込んでいるという印象を受けております。
１４業種が認められておりますが、4 つの省庁にまたがり所管がバラバラであり、なかなか理解するのが難しい
制度となっており。また各業種いわゆる許認可の定員を定めており、技能試験の申込みがあっという間に定員に
なるという事態になっております。制度の運用においては、まず、日本人と同様の給料を保障し、受け入れ側の
企業には租税や社会保険等の法律に対する遵守がもとめられる厳しいものとなっております。またすでに日本で
page 1

の就業経験のある技能実習生が特定技能を取得するというキャリアアップが想定されており、さらに特定技能は
転職可能な在留資格となっております。そして特定技能の２号を取得すると家族の帯同が認められ定住が可能と
なります。また現状１４業種ですが、今後さらにその業種や技能が増えていくことが予定されております。実際
に特定技能外国人を雇うには、外国人材に関係する内外の企業や業界団体から情報を得たり、職業紹介という形
で費用を負担してリクルーティングしたり、外国人向けハローワークを利用するという方法が考えられます。ま
た受け入れ企業には厳しい法令遵守が要求されており、会社の社内体制を整える必要があります。さらに外国人
材が長く安心して働いていただくために登録支援機関の実務のサポートを得たり、煩雑な申請や届け出を行政書
士に委託することが考えられます。

ショートスピーチ：池田正君

太田康弘様(右)と金岩正雄様(中)

会員ショートスピーチ 池田正君
幹事報告(坂野弘君)

外国人材受入れについて

宇野副会長よりお礼の言葉

ニコニコ委員会
 野村政弘君

■ RID2750 より「ロータリーデー2750 フェスタ

2019」のご案内が来ています。チケット購入ご希望
の方は、幹事もしくは事務局までお聞きください。
■ 第 7 回男性が学ぶ女性安全対策カレッジの案内が愛
知県警より来ています。
■ 名古屋名北 RC の例会場とビジター料金変更の連絡、
小牧 RC より 5 月 1 日より 9 月 30 日まで例会場変
更の連絡が来ております。
■ 5/1～6/30 までの間クールビズとなります。上着、
バッジの着用をよろしくお願いします。
■ 4/27(土)～5/6(月)事務局はお休みとなります。事
務局の利用、緊急の連絡は幹事までご連絡ください。
■ ガバナー事務所は 4/27～5/6 までお休みです。
■ 次週 5/2 は定款第 8 条第 1 節により休会となります。
■ 次回例会終了後、第２０回理事会を開催いたします。
■ 松本東 RC よりお酒を頂きました。本日お帰りの際に
お渡しします。
副幹事報告（中根匡規君） 2019-20 年度地区研
修協議会の出席のお礼状の報告
ビジター報告 【岡崎南 RC】2 名
出席委員会 本日の出席率 88.46%（欠席 6 名)
前々回(4/11)の修正出席率 100%(欠席 0 名)
親睦委員会 14 クラブ親善スポーツ大会のご案内
公共イメージ向上委員会 MｙRotary 登録のお願い
米山奨学委員会 小銭寄付のお願い















太田康弘様 本日の卓話よろしくお願
いします/松本東 RC で大変なおもてなしを受けま
した。有難うございました。
足立汎和君 松本東 RC35 周年記念例会には当クラ
ブ参加出席の皆様の協力にて素晴らしい交流親睦が
出来ました/あづまに写真がたくさん載ってしまい
ました。有難うございました。
市川幾雄君 松本東へ行って参りました。ゴルフつ
らかったです。
生駒尚久君･梅村順一君･林孝夫君 松本東 RC へ訪
問し大変楽しい時間を過ごしてきました。
岩崎靖彦君 太田康弘様のご来訪を歓迎します。是
非入会をお待ちしています。
佐藤寿行君 太田康弘様、本日卓話よろしくお願い
します。
畔栁秀幸君 半年間大変ご無沙汰しておりました。
やっと落ち着いたにも拘らず息子の結婚式を沖縄で
挙げて帰ったら途端に風邪をひき声が出ません。満
足に挨拶もできず申し訳ありません。
新浪勝也君 14 クラブ親睦ソフトボール大会参加
の皆さん頑張ってください。
倉内充雄君 My Rotary100%登録へご協力を宜し
くお願いします。
清水幹良君 あづま会優勝させていただきました。
長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力します。
河内千栄子 松本東 RC へ同行させて頂き有難うご
ざいました。

５月の例会予定
例会定

例会会場

内容

5/16(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「在ペルー日本大使館公邸人質事件の回顧」 冨田 勝様
5/19(日)
5/30(木)12:30～

静岡方面

｢日帰り親睦家族例会｣ （5/23 の例会変更）

岡崎市竜美丘会館「501」 ｢パスト会長卓話｣

三浦泰廣君・小林清文君

4 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

4月

\0

\4,872

\0

\2,924

\84,000

今年度累計

\1,145000

\43,685

\955,000

\33,830

\850,000
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5 月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

柴田敏光君(S37.5.7)

鈴木公市君(S45.5.9)

パートナー誕生日

林孝夫君 恵美子様(5.8)

杉田広喜君(H2.5.4)

小林清文君(S54.5.26)

生駒尚久君(S58.5.30)

石原靖増君(S39.5.12)

倉内充雄君(H12.5.25)

おめでとうございます

市川幾雄君(H7.5.11)
皆出席

近藤金作君・敦子様(5.21)

おめでとうございます

宇野弘隆君(H2.5.3)

入会記念日

三城偉央君(S48.5.31)

おめでとうございます

長坂勲君 一江様(5.7)
結婚記念日

平岩邦明君(S49.5.11)

小出一輔君(H28.5.12)

長坂貴之君(H29.5.18)

おめでとうございます（4 月入会者）

宇野弘隆君（11 年）

南

鉉君（9 年）

岩崎靖彦君（6 年）

金本孝美君（6 年）

石川雅規君（4 年）

クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

5 月 13 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 14 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

5 月 14 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

5 月 15 日（水）

岡崎

岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30

5 月 20 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30

5 月 21 日（火）

豊田中

名鉄トヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

5 月 22 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

5 月 23 日（木）

愛知三州

例会時間変更 19:00～20:00（ビジター受付なし）

5 月 27 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

5 月 27 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

5 月 28 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

5 月 28 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

5 月 31 日（金）

西尾 KIRARA

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

6 月 3 日（月）

刈谷

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

6 月 5 日（水）

知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30

6 月 7 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

6 月 7 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

定例会

ひよどり会

5 月 9 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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【参加報告】

14 クラブ親善スポーツ大会

2019 年 4 月 29 日(祝)

親睦委員長

西脇謙二君

先日の 14 クラブ親善スポーツ大会では大変お疲れ様でした。多くの皆様に選手として応援として駆けつけ
て頂き実のある楽しいスポーツ大会になったのではないかと思います。結果は 1 回戦敗退にはなりましたが
今回は事前の合同練習も出来ないままの試合でしたが選手の皆さん、応援の皆さんが声を出し合いみんなが団
結できた試合でした。今後も皆さんと共に団結力のあるクラブを目指して行きたいと思いますので宜しくお願
い致します。
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