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本日の例会
2019 年 2 月 22 日（金）第
時間1829 回
テーブル会議
テーマ 「40 周年記念事業について」
今週の歌 「日も風も星も」
「スキーの歌」
お客様紹介・出席報告・
会長の時間・委員会報告・

前回の例会
2019 年 2 月 15 日（金）第 1828 回
卓 話 「 労働事件あれこれ 」
卓話者
中川 澄 会員
今週の歌 「堺北ロータリークラブの歌」
「四つのテスト」
「冬の星座」
お客様紹介・出席報告・会長の時間・
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇ロータリー財団 表彰
堀畑好秀会員…ポールハリスフェロー６
中田 学会員…ポールハリスフェロー２
米澤邦明会員…ポールハリスフェロー２
澤井久和会員…ポールハリスフェロー1
塩見 守会員…ポールハリスフェロー
笹山悦夫会員…ポールハリスフェロー
池永隆昭会員…ポールハリスフェロー
＜2 月 15 日(金)の出席報告＞
会 員 数
30 名
出席会員
19 名
欠席会員
11 名
ゲスト
0名
ビジター
0名
1 月 25 日(金)の出席率
93.1％

幹事報告・ＳＡＡ報告

次回の例会
2019 年 3 月 1 日（金）第 1830 回

今週の歌「 スキーの歌 」

◆「 国際奉仕フォーラム時間
」

山は白銀（しろがね） 朝日を浴びて

国際奉仕委員長 綿谷 伸一

すべるスキーの風切る速さ

◆「社会奉仕フォーラム」

飛ぶは粉雪（こゆき）か 舞い立つ霧か

社会奉仕委員長 藤永 誉

お お お この身もかけるよ かける

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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れは試用期間であっても同じです。試用期間中に

卓 話

適性がないことが判明すれば解雇できるというの
は誤解です。
雇用契約書などに「１か月前に予告すれば解雇で

「労働事件あれこれ」
中川 澄 会員

きる」というようなことが書いてあっても、解雇
が客観的に合理的で社会通念上相当な理由に基づ

１ 残業代請求について

かなければ、解雇は無効と言われてしまいます。

労働基準法の定めるとおりに残業

「仕事ができない」
「同僚とうまくいっていない」

代を支払っていると、おそらく、

が正当な解雇理由となるのはよほど極端な場合に

かなりの数の中小企業は倒産しま

限られると考えてよいでしょう。

す。とはいえ、請求されれば労働

解雇とは少し話が違いますが、私的なけがや病気

基準法の定めるとおりに支払わなければならない

で何か月も何年も休んでいる人の扱いをどうすれ

のが残業代です。

ばいいのかという相談を受けることもあります。

基本的なところからお話すると、労働基準法で

就業規則に私傷病休職の規定を置いておき、一定

は、１日８時間を超えて労働させてはならず、１

期間休職しても復帰できない場合は自然退職とい

週間について４０時間を超えて労働させてはなら

うことにしておけばトラブルを避けることができ

ないと定めています。労使協定を結べば、一定の

ます。

範囲でこれを超えて労働させることも可能になる
のですが、時間外手当の支払義務が発生します。

会長の時間

休憩時間は労働時間には入りませんが、昼休み＝
休憩時間とは限りません。昼休みでも、電話がか

会長 澤井 久和

かってきたらとらなければならないのであれば、
それは休憩時間と認められない可能性がありま
す。労働基準法がいう休憩時間は、使用者の指揮
監督から離脱して労働者が自由に利用できる時間
を指します。
従業員がいつからいつまで働いたかは、通常、タ
イムカードの打刻により認定されます。渋滞に巻
き込まれるのが嫌だから早くやってきてタイムカ
ードを打刻して会社でだらだらしている従業員が
いるとすれば、そのだらだらしている時間も労働
時間として認定されてしまう危険があります。
（こ
の日、何時何分から何時何分までだらだらしてい
た、という具体的立証ができないからです。
）タイ
ムカードがない会社では、トラックのタコメータ
ー、事務所のセキュリティーのセットや解除の記
録、パソコンのログなどから労働時間が認定され
ることもあります。
絶対に残業が出てしまう会社の場合、給料にあら
かじめ「固定残業代」を設定しておく方法が有効
です。普通にしていれば残業はでないはずという
会社の場合、残業事前申請制をとることも考えら
れます。
２ 解雇について
一旦雇い入れると、簡単には解雇できません。こ
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こんにちは！
本日も例会ご出席お疲れ様です。
とうとう国際奉仕事業で、明日
からタイ国へ行ってまいります。
私は初めてでドキドキしておりま
す。まず心配なのは食事です。あ
とは暑さくらいでしょうか。
今回の活動では、9 回目となります浄水器寄贈
に加え、人口透析機寄贈も行います。そこで少し
透析について調べてまいりました。
透析療法の現状
日本の透析患者数は約 33 万人（2015 年）とな
り、年々増加し、患者さんの高齢化も進んでおり、
2016 年の平均年齢は 68.2 歳で年々上昇しており
ます。
透析療法は治療法の違いによって大きく「血液透
析」と「腹膜透析」の 2 つに分けられます。日本
では血液透析が 97.3％、腹膜透析が 2.7％とほと
んどの透析患者さんが血液駅透析を行っており
ます。
透析を始める原因となった疾患は糖尿病性腎
症がいちばん多く、続いて慢性糸球体腎炎、腎硬
化症の順です。
透析患者さんの年間粗死亡率は 9.7％で欧米と

比べても低い数字です。これは日本の透析機器の
開発技術と診断、治療技術が世界トップクラスで
あることのあらわれです。
医療費は外来血液透析でおよそ月 40 万円。腹
膜透析で、およそ月 30~50 万円です。
高額の医療費もさまざまな公的助成制度を利用
すれば、負担は月数千円程度といわれています。

教、政治的意見の違いなどにより迫害を受ける
など命が脅かされ他国に逃れなければならなか
った人達のことです。
」
（４）米山梅吉記念館・創立 50 周年（１６ペー
ジ）
明治元年、江戸の芝は田村町のお生まれです。
大正９年 52 才の時に東京ロータリークラブを創
立し初代会長に就任しました。78 才で生涯を閉

会員の皆様、健康でいきましょう！
では、行ってきます！

じられました。記念事業・記念式典を計画中で
す。
（５）関西米山学友会・活動を楽しもう（２６ペ
ージ）

委員会報告

ＲＩ第 2660 地区（大阪府）の支援により立ち上

広報委員会

げられた関西米山学友会がありますが、その会

「ロータリーの友」２月号の紹介
時間

により 2017 年に熊本で世界各地から学友が集ま

広報委員 池田 茂雄

る一大交流イベントが開催されました。その際
に、当クラブがお世話しました米山奨学生「マ

１．左開き

ナババ・シュレスタさん」もお越し下さいまし

（１）RI バリー・ラシン会長メッ

た。

セージ

現在の会長は、ネパールの「ディネヌ・シュレ

（３ページ）

スタさん」なんです。

世界各地を旅する中で、活気あふれ

非常にネパールとの縁が深いのですね。
（６）第 2640 地 地区大会ガバナー出席（３１ペ

たクラブや地区をたくさん訪問することができ
ました。例会に出席してエネルギーを感じ取る

ージ）

こともできました。

昨年 10 月 27～28 日、和歌山での開催時に、樫

その一方で、社交クラブと何ら変わらないロー

畑ガバナー出席された。

タリークラブもありました。皆さん、そうであ

（７）囲碁・詰め碁（３５ページ）

ってはいけないのです。

（８）柳壇（５６ページ）

「地域に影響力が大きい奉仕プロジェクトを最

堺ロータリーの大澤徳平氏

低でも１つはやりましょう」

「歳の差を考えないで口説いてる」
（９）人生 100 年時代（７３ページ）

これが私から全でのロータリークラブへの挑戦
状です。そのために多額の資金を必要とするわ

久木田 純氏、ロータリー財団国際親善奨学生と

けではありません。

してシンガポール国立大学に留学された。九州

（２）２月は「平和紛争予防／紛争解決月間」で

大学院大学院にも進まれた。

す。
（５ページ）

現在は、関西学院大学教授、日本国際連合学会

ポール・ハリスの幼少期から晩年の姿など写真

事務局長として活躍中です。

が載っています。36 才でロータリーを立ち上げ

最近よく「人生 100 年時代」とよく聞くように

初めての会合時、４人の男たちの写真も載って

なった。脳科学者、茂木健一郎氏著、英語タイ

います。

トル「Ｉｋｉｇａｉ」として世界で注目されて

79 才で生涯を閉じられました。

いる本があります。

（３）特集「難民を知る」
（７ページ）

「生きがい」を分析してみると、この本による

国連難民高等弁務官事務所の発表では、2017 年

生きがいとは、

末時点で、2,540 万人の難民がいる。地球上人類

（１）大好きなことをつづける

60 億人のうち、平均して 240 人に１人が難民な

（２）社会のニーズに応える

んです。

（３）自分が得意なことをする

「難民とは、紛争に巻き込まれたり、人種、宗

（４）自分の生活を支える
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この４つはバランスが必要であります。

ＳＡＡ報告

いくら自分が情熱を持ち、得意とすることをし
ても社会のニーズから外れていれば、それはだ

嶽盛和三会員 明日よりタイへの国際奉仕、ご苦労

めです。

様です。今年も不参加ですが、宜し
時間

大好きなことを喜びと共に充実させて進めて

くお願い致します。

も、自らの生活を支えられなければつづきませ

塩見 守会員 明日からの国際奉仕活動、お気を付

ん。

けて行って下さい。お土産話を楽し

人類が今のままの生活を続けていると、人生 100

みにしています。

年時代が到来しても、地球のほうが先に崩壊す

永富久紀会員 例会欠席お詫び。

ることは、はっきりしている。

合計 ３，０００円
◆米山奨学大口寄付・・・濵口正義会員

会員増強委員会

そ の 他
時間
第７回「ゆめ・チャレ」協賛報告

「会員増強委員会のご報告」
会員増強委員長 嶽盛 和三

会員 中川 澄
下記の通り「拡大例会」へ向けて
の会員増強委員会を開催いたしまし

平成３１年２月１７日、

たので、ご報告いたします。

山之口商店街において、大

日 時：平成 31 年 2 月 8 日（金）

阪府立堺工科高等学校定

例会終了後

時制が主催する第７回「ゆ

場 所：例会場

め・チャレ（子ども仕事体

出席委員：堀畑・平野・木畑・塩見・藤永・

験）
」が開催されました。

中川・城岡・嶽盛（敬称略）

「ゆめ・チャレ」は、プロ

〈議 案〉

の指導のもと、堺工科高校

1. 拡大例会 開催日、場所の確認

定時制の生徒さんがサポ

日 時 H31 年 4 月 12 日（金）

ートし、小学生に様々な種類の仕事を体験してもら

18：00～20：00（受付 17：30～）

うという企画であり、文部科学省・経済産業省共同

会 場 南海グリル 東店 3 階

によるキャリア教育推進連携表彰の優秀賞を受賞

2. 当日の内容について

したこともあるそうです。奥野会員のご紹介で堺工

今年度も懇親を深めるために、食事会を中心

科高等学校の保田先生に卓話いただいたご縁で、昨

に行う

年から堺北ロータリークラブ有志で協賛金をお渡
ししておりますが、今年も協賛金２万７０００円を

3. ご招待状他お誘いセットの内容について

お届けしました。

・招待状

今年のゆめ・チャレは、300 名の募集に対し約 900

・クラブパンフレット「心のオアシス」
（Ａ4

名の小学生が応募したとのこと、当選した幸運な小

三つ折りサイズ）

学生たちは、主催者が用意したコスチュームに身を

・クラブ活動紹介パンフレット（Ａ4 1 枚）

包み、真剣にプロの言葉に耳を傾けていました。

4. その他
・ロータリー体験談を会員自ら紹介する
・特別表彰をしてはどうか

ポ
ー
ル
ハ
リ
ス
フ
ェ
ロ
ー
６

外部：地域の中で奉仕活動を推進されてい
る方、公的な事業を長く継続している方
内部（ｸﾗﾌﾞ内）
：出席優秀者
基金・米山・財団へ多額の寄付者
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彰

