47 期【No7 号】第 2215 回例会
2019/8/29
（過去 3 回の修正出席率 7/11：100 % 7/18：100% 7/25：100%）

【本日の卓話】 「相手をやる気その気にさせるコミュニケーションスキル」

岡村安来子様

8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間です！

【前回の会長挨拶】
大変暑い日が続いています。先週に続いて台風 8 号が日本海を通過して低気圧に化けて北海道
で暴れています。又今日は沖縄の先島諸島では、台風 9 号が西へ西へ進んでいますが、台風 10
号が太平洋沖を徘徊しながら北上していて本州に来週中旬ごろ影響が出る情報ですので気を付
けて頂ければと思います。
今日は二十四節気の一つで立秋です。秋の季節の始まりを告げる事と共にこの日以後の暑さを
残暑と言いますが、立秋だけ聞くと少し秋めいて来そうな感じを受けます。昨日も建設現場では
メチャクチャ熱くお客様から近藤さん背中が燻ぶっているよと言われ状況を確認すると私の後ろで職人さんが溶接を
していて一直線で見ると背中が燻ぶっている様に見えたくらいの暑さでした。今週から企業の夏休みが始まりますが、
今年は 8/10(土)から 8/18(日)までの 9 連休の会社も多いと耳にしますが、働き方改革が施工されたものの全ての
企業が休める訳ではなく、我々建設業では連休中に工場・病院等の工事があり大変有難い反面、暑くて仕事をやりた
くない気持ちが交差して複雑な時期を迎えますが、皆さんが休んでいる間にしっかり働いて老後の為に 2000 万円貯
める一部になればと思います。夏休みは高校野球を見なければ始まらないと言われる方も多いと思いますが愛知県代
表の誉高校は 1 回戦で敗退しましたが、キャプテンの選手宣誓に続き第一試合の選手の緊張感が半端なく伝わって来
ました。愛知県で優勝を勝ち取った学校がなんだと思った方も多いいかと思われますが甲子園には魔物がいると良く
言われますが魔物と遭遇してしまった様に見えました。又来年の春の大会に再挑戦して頂きたいと思います。昨日の
夜のニュースでは東京オリンピックの入場券を 1 パッケージ 635 万円で売り出す事を見ましたが、各会場に入場で
き.食事もコース料理.等々での商品で価値は有るものの夢のまた夢 今後色々かの商品がでてくるのが楽しみです。

【前回の卓話】

「

外国人雇用の現状について

」

㈱オーノ 代表取締役 大野俊介様

現在、10 年前と比較して外国人労働者は約 4 倍に増えています。内訳としては、技能実習生
32 万人、エンジニア 29 万人、永住･定住等が最も多い 51 万人、また、留学生で勉強のためと
いう建前で働いている学生が 36 万人、そして特定技能という新たな外国人受け入れのための制
度が昨年制定され、5 年後に 35 万人の雇用を増やそうという計画があります。多方、在留カー
ドを偽造して不法就労している外国人と、受け入れのためにお金だけ受け取って実際は稼働して
いない国内の事業者が多く存在しているのが実態でもあります。また、企業側もコンプライアン
スを遵守できていないという側面もあります。外国人労働者にとっては、それぞれの分野でメリットとデメリットがあ
りますが、上手に活用する事で雇用する側もされる側も多くのメリットがもたらされます。昨年スタートした特定技能
実習では、直近 3 ヶ月で 20 人の外国人が来日しています。分野別では素形材産業、いわゆる製造業が最も多い 11 人
で、国籍別ではカンボジア 2 人、ベトナムが 7 人、タイが 11 人となっています。法整備もまだまだで、失踪や途中
帰国など多くの問題点が残されておりますが、外国人労働者の良いところ、明るい、元気、挨拶と笑顔、若さ、やる気
などを生かし、また企業側は各制度の理解、彼らが日本へ来る目的の把握、給与体系、文化の違い、日本とのギャップ
を理解するなどして、より良い外国人雇用をしていってもらえたらと思っています。

卓話者大野俊介様と岡田会員

卓話：外国人雇用の現状について

会長よりお礼の挨拶

ようこそ！本日ビジター様

 新年度親睦夜間例会決算報告の件：承認
 月見親睦夜間例会予算案の件：承認

幹事報告(中根匡規君)
【第 6 回理事会報告】8/1 開催
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 事務局夏季休暇の件：8/13(火)～8/16(金)
 2022-23 年度ガバナー候補推薦の件：候補者なし
 2023 年度規定審議会立法案提出の件：提出なし
 岡崎 RAC への本年度補助金支出の件：承認
 会員池田正君退会お申出の件：承認
協議事項
 ＷＦＦ西三河中分区ブースへの当番の件
 2020-21 西三河中分区ゴルフ大会実行委員会の件
報告事項
 上期ホームページ更新費用支払いの件
 長瀬楽人会送迎費用支払いの件
■ 8 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
■ 地区ＷＦＦ実行委員会より広告協賛のお願いが来て
います。ご協力お願いします。
■ 本日、地区ロータリー財団セミナーが名古屋東急ホテ
ルにて開催され、市川ガバナー補佐･倉内国際奉仕委
員長･宇野ロータリー財団委員長が出席しています。
■ 本日 2019-20 年度マーク・マローニＲＩ会長歓迎
晩餐会が名古屋東急ホテルで開催され、市川ガバナー
補佐･近藤会長･幹事中根が出席してまいります。
■ 8/20(火)第 2 回地区社会奉仕委員会がガバナー事務
所にて開催され宇野地区社会奉仕委員が出席します。
■ 次週 8/15(木)、次々週 8/22(木)の例会は定款第 8
条第 1 節の規定により休会です。2 週連続の休会と
なりますのでお間違いの無いようお願いいたします。
（次回例会は 8/29(木)終戦記念粗食例会です）
直前幹事報告(坂野弘君)
■ 8/29(木)例会終了後、前年度理事会を開催しますの
で前年度役員理事の方はご出席をお願いいたします。

IM 実行幹事(安井健次君)
■ 8/29(木)11 時より第 3 回実行委員会を開催します。

出席対象者の方はご出席をお願いいたします。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会 本日の出席率 84.31%(欠席 8 名)
前々回(7/25)修正出席率 100%(欠席 0 名)
公共イメージ向上委員会 ロータリーの友記事紹介
社会奉仕委員会 菅生川草刈清掃のご案内

ニコニコ委員会
 近藤金作君










大野俊介様 本日卓話宜しくお願い致し
ます。
中根匡規君･鋤柄英明君･佐野真琴君 大野様 本日の
卓話宜しくお願いします。
佐藤寿行君 大野様ようこそ岡崎東ＲＣへ！入会を
心よりお待ちしております。
岡田祥輝君 大野さんようこそいらっしゃいました。
本日の卓話宜しくお願いします。
畔栁秀幸君 ガバナー補佐訪問が始まりました。
新浪勝也君 杉田さんありがとうございます。大切に
します。
長坂貴之君 ソフトボールいよいよ始動です。今日体
が痛いです。また宜しくお願いします。
神谷浩君 先日のソフトボールにご参加いただいた
皆様、応援に来て頂いた中川さん有難うございました。
次回は 9/10(火)を計画していますので多くの皆様の
ご参加をお待ちしております。
長坂勲君･小木曽進君･三城偉央君･鈴木公市君･清水
幹良君 ニコに協力します。

９月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

9/5(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「夢ある新しい岡崎へ」岡崎市長 内田康宏様

9/12(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ガバナー補佐訪問」ガバナー補佐 市川幾雄君

9/19(木)18:00～

岡崎市竜美丘会館「ﾛｰﾚﾗｲ」

「月見親睦夜間例会」

9/26(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「大ﾎｰﾙ」

「ガバナー公式訪問」ガバナー 伊藤靖祐君

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

9 月 10 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

9 月 10 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

9 月 13 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

9 月 17 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

9 月 25 日（水）

岡崎

岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30

9 月 26 日（木）

愛知三州

暮らしの杜 葵ホール１階 17:30～18:30

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

9 月 17 日(火)

ザ・トラディションＧＣ

定例会

ひよどり会

9 月 12 日(木)

チャーム

定例会

写楽会
ソフトボール

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
9 月 10 日(火)

境公園（大門）
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ソフトボール練習

