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例会日■平成 31 年 2 月 14 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 30 

 

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」 

－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように － 

Contents：会員卓話/友の見どころ 

 

皆様今日はお忙しい

ところご出席有難う

ございます。また, 

１０日のＩМ日曜に

もかかわらず多数ご

出席いただき本当に 

ありがとうございました。新会員研修会では

市川さん、宗像さん、吉田さんお世話様になり

ました。影山さん・山口さんご準備、ご指導有

難うございました。お陰様で無事終了できま

した。重ねて御礼申し上げます。 

今日はバレンタインデイです。チョコレート

もらいましたか？毎年この時期貰って悪い気

はしませんが、チョコレート業界の策略に載

っているようで釈然としない気もしていまし

たが、２、３日前、施設に入所しているおばー

ちゃんですが、いただきまして、思いがけない

人から、思いがけないプレゼントがあると結

構嬉しいものだとあらためて感じました。 

二宮金次郎さんの言葉に積小為大というのが

あります。小さなことの積み重ねがやがて大

きな収穫がある、小さなことをおろそかにす

るな、ということだそうですがロータリーの

奉仕活動もまさにその精神かと思います。今

年度のインスピレーションになろうという呼

びかけの意味かと思います。 

ＩＭテーマは会員増強とクラブ改革でして、

会員増強・拡大委員長が地区の現況について

講和しました。内容は２５３０地区が誇れる

ことは全国３４地区の人口１万人当たりのロ

ータリアンの数が山形の次に多いことだが、

では山形がなぜ全国１多いか。それは 歴代

ガバナーやクラブのベテラン会員の会員教育

【例 会】             司会：三條安國 SAA 5.幹事報告 

1.開会点鐘           6 各委員会報告 

2.ロータリーソング 「我らの生業」 7.友の見どころ 担当：橋本国春さん 

3.四つのテストの唱和 8.会員卓話 福原義守さん 米谷量平さん 

4.会長挨拶 9.ＩＭに参加して・・  
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のおかげであること、また入会勧誘の心得と

して真のロータリアンになれる人を勧誘する

ことと、山形のロータリアンは皆・決議２３－

３４の存在・ロータリー格言入りて学び、出で

て奉仕 親睦と奉仕の調和ぐらいは誰でも知

っているそうです。問題点は２５３０地区は

会員の半数以上が６０歳以上なので若い会員

や女性会員を増やさなければ１０年後、２０

年後は高齢化と会員減少により、ロータリー

は有効な活動が困難になる。会員減少のデメ

リットは財政の脆弱化・活動の不活発化・影響

力の低下・公共イメージの低下などが考えら

れる。減少を防ぐ３対策として１）若い会員を

増やしクラブの若返り・活性化を図る２）女性

会員を増やす３）高齢化会員にもひき続き在

籍してもらう仕組みを作ることだそうです。 

そこで今日は白岩幹事のご提案でＩＭでの感

想もふくめ自分が入会した動機や入会後の思

いや勧誘するときどんなことを強調したいか

など話し合いたいと思います。よろしくお願

いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇白岩 良子 (第 49 代)                  

１． 来週２月２１日の例会プログラムは「平和と紛争予防 

・紛争解決」月間プログラムです。 

２． 増子博保さんの会員卓話です。 

３． ２月２８日の例会は、例会変更のため休会です。 

４． ３月１０日（日）剣道大会です、事務局から出欠連絡を 

出しますので返信お願いをいたします。 

５． ４月２０日（土）八潮とのゴルフ・夜懇親会２１日（日）三春で桜を見て昼食後解散の希望を

事務局からファックスしますので返信ください。 

 

 

 

◇影山吉則研修委員長                

 

先日開催されました三春がホストでの県中分区主催 

の新会員研修では大変お世話になりました。 

全体で 45名の参加のなか、新会員が 11名の参加でした。 

司会担当の市川さん、受付担当の吉田さん、宗像さん、 

講師の増子さん、資料を準備していただいた山口晋司さん 

お世話になりました。有難うございました。 

 

 

幹 事 報 告 

各委員会報告 
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◇スマイルの発表               

 石川和広会長 

皆様のお蔭様をもちましてＩＭ・新会員研修会無事 

終了いたしましたことと懇親会欠席のお詫びと私に 

初孫誕生しましたことをお祝いしてスマイルします。 

多額のスマイルありがとうございます・・。 

 

◇大内富雄県中分区ガバナー補佐       

 

2/10に開催された県中分区主催の新会員研修会 

ＩＭでは大変お世話になりました。 

心から御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

◇担当：橋本国春会長エレクト         

 

2月は「平和と紛争予防/紛争解決月間・難民を知る」です 

横書き 

P.3 バリー・ラシン RI会長メッセージ の下段  

もちろん、強いクラブが提供しなくてはならないのは 

奉仕活動だけではありません。 

人の心をつかむような話をできる人がいなくてはならないし、・・・・・・ 

 変化をもたらし、組織立っているクラブなら、・・・・クラブ会員にとっても、クラブが奉仕する地

域にとっても、そのクラブはインスピレーションになるのです。 

P.7 特集 平和と紛争予防/紛争解決月間  －難民を知るー 

 2017年末難民・避難民 6,850万人うち、難民 2,540万人 

 P.8～P10  3か所（地域）難民の現状報告 

 P.11 上段 ロータリーの取り組み  

下段 難民に対する理解を深め、活動にご参加ください 

P.16 米山梅吉記念館は今年、創立５０周年を迎えます 

 米山梅吉「遺風残香」 エピソード 20例が掲載 

P.20 ガバナーのロータリー・モメント 

 P.21 青少年交換で一生の思い出  平井義郎ガバナーが掲載 

友の見どころ 2 月号 
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P.22ポール・ハリス生誕 150年を記念して 第 2550 地区 栃木伊藤ガバナーが掲載 

 

縦書き 

P.4 21世紀世代の人生計画  地球と私の運命   

     関西学園大学教授・日本国際連合学会事務局長の久木田純氏講演要旨が掲載 

 P.7下段 20世紀の世界構造では 75億人の富の偏在が進み・・・ 

 P.8上段 人類の未来はどうなるのでしょうか・・・ 

     下段 私たち日本人が、今まで意識せずに「生きがい」と言ってきたことを・・・ 

P.9 クラブを訪ねて 秩父 RC 「ロータリーの友情を象徴するロータリーの森」 

 P.10 中段写真 ロータリーの森 

P.24 ロータリーアットワーク 

    下段 会員の職業を生かす相談会を実施  青森県八戸南 RC 

 P.28 下段 地区補助金活用で東北復興支援を PR 埼玉県越谷南 RC 

 P.29 下段 RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）は楽しい 第 2590地区 神奈川県 

 

 

◇福原義守さん               

 

株式会社ベストマネジメント 

労働者派遣事業＆一般土木建設業 

 

 

1、 創業 

平成 3年、64名のブラジル・ペルー・ボリビア・パラグアイ・アルゼンチン日系労働者 

 矢崎部品郡山支店→福島部品（田村部品、アドバンス、など） 

 ・作業指導・生活指導・在留資格管理（日系人は身分的在留資格・定住者、日本人の配偶者等） 

 平成 4 年、三春工業の国分社長に大変お世話になり、三春警察署へ通訳人としてご紹介いただいた

ことが縁で、東北管区警察局の通訳人に。 

関連企業へも仕事をいただけたのも三春工業様のおかげで現在に至っています。 

西も東も分からないような自分を、三春のいろいろな方々から、親切に指導、ご鞭撻をいただき、お

かげさまで、今日の自分たちがあります。大変感謝しております。 

 

2、労働者派遣事業 及び人材事業の種類       

派遣の図                      請負の図 

 

 

会員卓話 
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🔹紹介予定派遣と有料職業紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

3、派遣法の改正（2004 年労働者派遣法改正） 

 製造業への派遣が解禁された 2004 年を境に、派遣会社が「雨後の竹の子」のごとく急増。 

🔹 特定労働者派遣事業 と （般）労働者派遣事業 

特定労働者派遣は、自社の社員のみを派遣できる（厚生労働大臣へ届け出） 

一般労働者派遣事業とは、派遣のために一般から募集をして派遣できる（厚労省大臣の許認可） 

 

🔹平成 27 年の労働者派遣法の改正により、その年の 9 月 30 日から「許可制」へ一本化される。 

 ・別紙参照 

 ・2018.9.30 経過措置期間終了破産続出「事業清算型の破産が 9 割」特定労働者派遣事業者が計画的

に？ 

4、人材事業の推移状況 2017 年の協会統計で約 129 万人 (ベストマネジメント 2019.1.31 現在 120

名） 

1986 年労働者派遣法が施工され手からの派遣労働者の推移は皆さんのお手元の資料の通りです。2004

年の製造派遣の解禁から急増し、リーマンショックの 2008 年がピークで、急激に減りますが、2013

年から上向きになります。この表では 2016 年までしかありませんが、その後の 2 年間も増え続けてい

ます。 

 では、派遣の割合はといいますと、全労働者の 2.4％です。 
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🔹派遣で働く人の年齢（全国）全国平均は、41.9 歳  

 

 

 

 

 

 

 

🔹当社の平均年齢は、48.7 歳        全国の派遣労働者数 エリア別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、職業紹介事業 

職業紹介事業とは、法律上では『求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇

用関係の成立をあっせんすること。 

労働者を自社で雇用し、求人先（派遣先）となる企業に派遣する労働者派遣事業とは異なるもので

す。 

厚労省の許可が必要です。当社は、平成 20 年 10月 1 日に舛添大臣の時に許可を得ています。（許

可番号 07－ユ-300084） 紹介料は年収の 1.5割が現在の全国相場 

5、派遣の現状 

2017 年 1～3 月平均の派遣社員数は約 129 万人。雇用者全体に占める派遣社員の割合は 2.4%とな

り、この割合は 10年ほど大きな変化は見られず 2～3％を推移。 

有期雇用労働者数の推移を見ますと、1994年、2009年、2012年を除き前年比で増加し続けていま

す。2000 年から雇用形態別の労働者数調査が開始されましたが、中でもパート社員の増加は著し

く 2000 年に 719 万人が 2017 年には 992 万人と 273万人の増加、次いで契約社員・嘱託が 2002 年

218万人に対して、2017年には 394万人と 176万人の増加となっています。 

6、当社のこれからの人材事業 

  働き方の多様化に伴い、いろいろなニーズに合わせた事業展開をしていかなくてはならない。 

外国人労働者の受け入れ態勢を整える。 

これまで以上に、法の順守と倫理観を高め、職を求める人々目線で事業を展開したい。 

ご清聴ありがとうございました。 
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◇米谷量平さん               

今年の卓話テーマ「私が考える職業奉仕」 

・職業奉仕とは 

①社業を発展させて利益を上げて税金をより多く納める 

②社会貢献事業を通して地域づくりに貢献する。 

分かりやすく言えば、 

「社会に良いことをしてたくさんお金を稼ぎ、そのお金で 

社会貢献をしよう」 

ロータリーの考え方を私なりに解釈すると、これに 

「社会が良くなるために、どんどん追求していこう」 

が加わるということなのかと・・・。 

現在の職業として 株式会社福島民報社は２０１２年に田村高校出身の前社長・渡部世一さんから高

橋雅行現社長に交代。現社長の経営指針として２０１４年新春に「地域づくり会社」を打ち出した。現

在では「地域づくり会社は福島民報の社是だ」とまで語る熱の入れようで取り組んでいる。ちなみに本

来の社是は「社会の公器たる使命の貫徹にまい進するとともに、正確敏速なる報道により、日本一の地

方新聞をつくる」。 

・地域づくり会社３本の柱 

①人づくり→小中高校の運動・文化活動の大会開催などによる支援 

ふくしま駅伝の開催など 

②産業づくり→ふくしま産業賞の創設（２０１５年度） 

③健康づくり→２０１９年からプロジェクト発足 

まとめ 新聞社は「社会を写す鏡」であり、福島県の課題を捉え、行動に移してもらえるよう、オピニ

オンリーダーの役割を果たしていくことが新聞社としての職業奉仕だと考える。 

 

 

 アナウンサーが言ったロータリークラブとはどんなクラブ？入会するとどんなメリットがある

の・・！女性を加入させるには・・？等々。 

会員皆様よりそれぞれ意見を発表した。 

 

 

 

 

国際ロータリー第２５３０地区 

三春ロータリークラブ 

                                          TEL      FAX     E-mail 

例会場   割烹文字屋    三春町字大町 18-１         62-5757    62-3174  hashimoto@8monjiya.jp 

事務所   〒963-7759      三春町八島台 5-3-9          62-2334    62-2334    rcmiharu@gmail.com 

会 長   石川 和広      三春町字中町 1-1        62-2630    62-2222   dr-kazu@joy.ocn.ne.jp 

幹 事   白岩 良子      三春町字南町 55-3           62-6024    62-6034    yoshiko@fd-const.com 

会 報    渡邉  宏二     三春町字荒町 60           62-2410    62-2410    yamadai@orange.plala.or.jp 

 

 

 

閉会点鐘 

 

ＩＭに参加しての感想 
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