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今後の予定  

３月 4日（水） 

・卓話「ｺﾚｽﾃﾛｰﾙと中性脂肪に 

 ついて」 中村雄策 会員 

・入会式 

・定例理事会 

 

３月１１日（水） 

・外部卓話「北タイ子供支援 

 の実情と課題 」 

 原田義之 様（ﾁｪﾝﾗｲRC） 

 

３月1８日（水） 

・卓話 上山芳次 副会長 

・被選理事会及び 

 予定者クラブ協議会 

 

「われら日本ロータリアンの歌」 

われら日本の 

ロータリアン 

一つの仕事を 

する時も 

真心こめて考える 

これは誠か真実か 

３分間スピーチ 

3月  4日   ― 

3月11日 西田英夫 会員 

 

例会プログラム   ２月世界理解月間 

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「われら日本のロータリアンの歌」 

●お客様紹介  

●お食事・歓談 

●会長の時間    

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●3分間スピーチ 瀬川裕一会員 

●卓話 「識字率向上月間にちなんで」  

      稲田義治 社会奉仕委員長   

●その他 ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜規定審議・長期計画合同委員会＞ 

（敬称略） 

 宮田、岩本、北村 

 駕田、高島、小北、原、源本 

ロータリーニュース 
 

 

 

 

 

 インドのロータリー会員が、競馬場に詰めかけた数万人の観客を前に、ロータリーを紹介

するイベントを開催し、クラブ奉仕プロジェクトへの寄付35万ドルを集めました。 

 識字向上、子どもの健康、教育支援などに取り組むそれらのプロジェクトのために、各ク

ラブは、レース開催日までに50,000ドルの寄付を集め、イベントでは6,000人を超えるロー

タリー会員が参加。クラブのリーダーが、観客を対象に1,500の入会勧誘キットを配布しまし

た。競馬場への道筋にはロータリーカラーの飾りやロータリーの旗、そして、ありとあらゆる

場所にはバナーが飾られ、また競馬場のスクリーンで、ほかの競馬上でのレース結果に加

えて、ロータリーの公共奉仕広告ビデオが再生されました。 

 R財団の元管理委員、アショク・マハジャ

ンさんは「このイベントによって多額の募金

が集まり、地区内のロータリー会員が交流

し、ロータリアンの親善が強調できたばかり

か、インドにおけるロータリーの規模とネッ

トワークをたくさんの人々にアピールできま

した」と述べています。 

                 記事:Arnold R. Grahl  20-Feb-2015   MY ROTARY ﾆｭｰｽより抜粋 

競馬場でのロータリー推進イベント 
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【会長の時間 】 

 原田武夫会長 

 皆さん、こんにちは。 

 朝の寒さは身にしみますが、日だまりの暖かさには、春の到来を感じます。 

２月１４日、土曜日の午前中に、ホテルニューオータニにおきまして、 

ロータリーフェスティバルの打ち合わせが行われました。場所は、大阪中央公会堂、 

開催日は、５月５日です。 

 午前９時より、ロータリー愛のパレードがあり、クラブ旗を持参。会員は 

指定のグリーン色のポロシャツを着用との事。ポロシャツは１枚、３千円。また物入りです。 

 パレード後、様々なイベントがありますので、紹介します。 

・キッズダンス・危険ドラッグ撲滅サミット・チャリティーコンサート 

・午前のフォーラムが、防災を考える・午後のフォーラムが、ロータリーの明日を 

考える・ロータリー塾（泉ガバナーと語ろう）（自由討論会）・ローターアクトによる 

献血が、５月３，４，５の３日間にわたって行われます。開催が近づきましたら、また 

改めて、ご案内をさせていただきます。 

 同じ、１４日の午後からは、大東市民会館におきまして、インターミーティングが 

開催されました。テレビアナウンサーの角淳一氏による「笑って、楽しく、生きていく」 

というテーマの講演会がありました。これからの人生に、とても参考になる、素敵なお話 

でした。と、思います。 

 また、つい先日、テレビを観ておりましたら、 

プロゴルファーの宮里藍ちゃんが、トーク番組に出演しておられ、彼女の話に、大変、 

魅かれました。 

 アメリカで、プレイをしている彼女は、２人のメンタルトレーナーをつけているそうです。 

メンタルトレーナーというのは、精神的なアドバイスをしてくれる人のことをいいます。 

ゴルフの試合中に、ミスショットをしてしまうと、次のショットを打つまで、どうしても、 

先程のミスを悔やんでしまい、なぜ、失敗してしまったんだろうなどと、マイナスのこと 

ばかりを、考えてしまうそうです。 

その結果、頭の中は、さっきの失敗を引きずったままなので、次も、良いショットを 

打てなくなることが多いそうです。 

 そこで、イメージしなさいというトレーナーのアドバイスは、 

失敗した過去の出来事には、バタンとドアを閉める。そして、そのドアに鍵をかけて、 

その鍵を放り投げる、というものでした。試合中に、彼女が、ミスをして、一瞬でも、 

表情が曇っているのを見ると、トレーナーの代わりにキャディーさんが、 

藍ちゃん、ドアを閉め忘れているよ、と言ってくれるそうです。 

 これは、ゴルフだけではなく、人生を笑って、楽しく生きていくために、大変、役に立つ 

話だと思いました。 

 本来なら、角淳一氏のお話をしたかったのですが、早朝より、打ち合わせ会場に 

駆けつけたせいでしょうか、皆様も、御存知の通り、講演会が始まって、間もなく、 

熟睡してしまい、何も覚えておりません。 

 角氏のお話を、最後まで聞かれた方がいらっしゃいましたら、内容を私と山中会員に 

聞かせて下さい。 

 例会の食事のスタイルで、様々なご意見を頂戴しておりましたが、お喜び下さい。 

いよいよ、３月より、食事のスタイルを元に戻し、食堂にて、昼食を取っていただき、 

後に例会場に移っていただいて、例会を開催する事と相成りました。 

 残り、３分のいち、楽しい例会になる事と思います。 

 この朗報を欠席者の方々に御連絡下さい。 

 今後とも、ご意見を賜わり、改善していきたいと思います。 

よろしくお願い申し上げます。 

 以上で、会長の時間を終ります。 

 



【卓 話】 「外国人労働者の受け入れ問題について」   

                        原 正和 委員長  
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 原 正和 委員長 

 

１月 入会記念日 

１．外国人労働者数の増加 

・平成26年10月末時点の外国人労働者数は約79万人と過去最高を更新。 

 前年同期比70,123人、9.8％の増加 

・国籍別  

  ①中国311,831人(全体の39.6％)［前年同期比2.6％増加］ 

  ②ブラジル94,171人(同12.0％)［同1.4％減少］ 

  ③フィリピン91,519人(同11.6％)［同14.2％増加］ 

  ④ベトナム61,168人(同7.8％)［同63.0％増加］ 

 ・都道府県別 

①東京228,871人（全体の29.1％）［同16.9％増加］ ②愛知84,579人（同10.7％） 同7.7％増加］ 

③神奈川46,906人（同6.0％）同11.3％増加］    ④大阪40,343人（同5.1％）［同5.8％増加］ 

⑤静岡37,992人（同4.8％）［同1.0％増加］ 

・事業所規模別の状況 

  「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の54.6％、外国人労働者全体の 

33.9％を占めている。 

・外国人の人口が総人口に占める割合（2011年時点） 

 日本：約2.0％弱、ドイツ：約8.5％、イギリス：約7.5％、 

フランス：約6.0％、アメリカ：約7.0％、韓国：約2.0％ 

２．外国人労働者受け入れのメリット・デメリット（一般論として） 

・メリット 

  ①労働力不足の解消     ②経済の活性化、景気上昇効果 

  ③少子高齢化対策      ④多様な文化交流の実現 

・デメリット 

  ①日本人労働者の雇用の不安定化の可能性 

  ②外国人労働力・外国人人口の固定化（後戻りはできない） 

  ③社会コスト・社会不安の増大のおそれ 

  ④様々な社会制度が変わっていく（維持できなくなる）おそれ 

３．今後について 

 ・あるべき外国人受け入れ政策はどのようなものか？ 

 ・まさに国のあり方、国の将来に左右する重要な政策事項。 

・様々な観点からの慎重な議論と決断が迫られている。   以上 

【 ３分間スピーチ 】       森川 正敏 会員 

 

 昭和60年の元旦に禁煙し、今年の正月で満30年経過しました。大学の1回生頃から吸い始

め、社会人となった後は更に本数が増加し、禁煙直前は1日平均約90本（3箱）位のペースで

吸っていました。そのようなヘビースモーカー状態の私に、前職のオーナー経営者が「禁煙

出来ないタバコを吸うような意志に弱いものは仕事(営業)も出来ない。その結果成績が上が

らない」と顔を見るたびに嫌みを言われてました。 

 思えば、その昭和60年1月1日朝、オーナーから正月の雑煮を食べに来るようにと言う電話

で起こされて朝の一服もする時間もなく早速出向きました。当然オーナーの家ではタバコは吸えませんし、日

付が変わる午前0時まで家にいました。自宅に戻りタバコを吸おうと思ったのですが、今日一日吸わなかった

のだから明日起きたら思い切り吸おうと考え吸わずにいました。2日の朝もオーナーからの電話で再び出かけ

ました。その繰り返しが3日、4日と続きました。結局、その数日間タバコは1本も吸うことなく経過しまし

た。そして1月5日の初出の日に、今まで吸わなかったのだから明日吸おうと思い、5日も吸わずに終わり、そ

れがいつの間にか30年の歳月となりました。 

 一生吸わないと誓い禁煙をすると心の負荷が大きくなり無理が来ると思います。無理をせず、明日になった

ら1本吸えば良いと気軽に考えることが大切と思います。その積み重ねが禁煙成功への秘訣かもしれません。 

 皆さん、一度試してみて下さい。 

 森川 正敏  会員 
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お食事場所変更お知らせ 

3月4日例会から 

レストラン（くずはゴルフ場３F） 

でのお食事になります！ 

（お食事は12時より可能） 

  

   第1回情報集会のご案内  

 

○日 時：201５年３月1８日（水） 

     受付18:00～ 開会18:30～  

○場 所：木曽路 枚方店 枚方市堂山3-34-1 

            ☏072-805-0680 

○会 費：5,000円 

○その他：木曽路送迎バス有（希望者は事務局まで） 

○締 切：3月4日（水） 

○本日の配布物 

①２月２５日週報 

②卓話資料(稲田会員) 

○本日の回覧物 

①３月例会出席確認表 

②2015-16年度ロータリー手帳希望確認表 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

2/28地区財団補助金管理セミナー  小北、上山、原 

3/7 PETS及び地区チーム研修セミナー  

                 小北、初木、木﨑、林宏毅 

3/28本・次年度社会奉仕委員長会議    稲田、源本 

 

 

ニコニコ箱 合計 \0 累計     \747,240 

第１９４５回例会出席報告（２月１８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ３１名 70.45％ 

第１９４２回 例会補正後 出席率  79.17％ 

   メーク ５名  欠席 １０名   除外 ３名 

 【 ３分間スピーチ（2月4日例会） 】      岩渕 信廣 会員 

 

 ・親睦委員会で出欠表をチェックしているので皆さんの名前をだいぶ覚えたのですが 

  山中さんに瀬川さんと名前と顔を間違われたこと。（泣） 

 ・くずはロータリークラブに入会した目的の一つの野球で甲子園に行く事が出来るよう 

    になったこと。 

 ・甲子園でやってみたいこと・・マウンドで寝そべってみたい。甲子園球児の様に砂を 

    持って帰りたい。息子に自慢したい。 

 ・新入会員の岩渕です。ロータリーに仕事にとこれからもお付き合いよろしくお願いをするとともに 

  ご指導、ご鞭撻をお願いします。 

   夜間例会及び新入会員歓迎会のご案内 

 

○日 時：201５年４月８日（水） 

   例 会 18:00～樟葉ゴルフ場３F 

   歓迎会 19:00～中華料理ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみん 

              （くずはモール１F） 

○会 費：３,000円 

○締 切：3月27日（金） 

 

岩渕 信廣  会員  


