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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２４９ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28年 8月 9日（火）  ・点鐘時間   12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ       ・発行月日  平成 28年 8月 23日（火） 

・来訪者名 松井昭夫様（越谷北 RC）    須賀篤史様（越谷北 RC） 

      鈴木 宏様（有限会社 AMK）  猪狩氷青様（株式会社ﾈｸｽﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）  村上勝隆様（THE株式会社） 

 

佐々岡 修会長 

.               本日は暑い中を出席いた

だきましてありがとうござ

います。8 月は会員増強・新

クラブ結成推進月間となっ

ています。浅水ガバナーは、

「クラブ会員全員が楽しめ

る明るく和やかな雰囲気で

なければ、会員自身が新会員 

を誘う気になれない。クラブの雰囲気が良ければ、人は自

然と寄ってくる。会員増強の面でも楽しいクラブ作りは絶

対必要なこと。最後まで目標達成のために頑張りましょ

う」と言っておられます。当クラブも今年度になって 2 名

増となっていますが、これからも楽しいクラブ作りを心掛

けながらメンバーを増やしていきたいと考えております。 

 私が掲げる今年度のスローガンに関連する記事を『友』 

からお伝えします。ロータリークラブの例会は、「幸せの 

ホルモン」と言われるオキシトシンの分泌を促す「人と人  

とのつながり」の場を提供し、さらに免疫システムから分  

泌された不健康やうつと関係すると言われる炎症性たん 

ぱく質、サイトカインのレベルを低下させることがわかっ  

ています。実際にギャラップ社とヘルスウェイズ社による  

幸せ指数調査は、ボランティア活動を行い、地域への貢献 

に対する評価を得ている成人は全体的に幸せ度が高く、他 

の人よりストレスが少ないことがわかりました。クイーン  

ズランド大学（オーストラリア）の心理学者らの研究結果  

によると、複数の社交グループのメンバーであることによ  

り自尊心が高まることが示されています。グループ内の人 

間関係だけでなく、グループの一員であるという認識によ 

って目的意識、意義、所属感といった心理的メリットがあ 

ることがその要因とされています、とあります。このよう 

にロータリアンは「幸せで健康」であることが科学的に報 

告されているようです。 

 連日オリンピックの話題でもちきりですが、埼玉県から 

も 5 人の選手が参加しており、中でも競泳の星奈津美選手 

は越谷市出身で、増林では様々な色のイネで星選手を描い 

た田んぼアートで活躍を後押ししています。東埼玉資源環 

境組合の展望台から一望可能で一般公開されているよう 

ですので、足を運んでみてはいかがでしょう。 

 

 

１．奉仕プロジェクト部門セ 

ミナー（8／6）へ出席い 

ただいた山﨑社会奉仕委 

員長、高橋職業奉仕委員 

長、管理運営部門セミナ 

ー（8／7）に出席された 

佐々岡会長、たいへんお 

疲れ様でした。 

２．地区補助金事業として進めている DVD は些少の価格 

で追加作成が可能ですので発注させていただきます。 

３．ロータリー財団・ロータリーの手引きをダウンロード 

  しましたので是非ご覧ください。 

４．越谷南 RC より 8・9 月の例会予定がきています。 

５．地区より「卓話者派遣依頼申込書」がきています。  

６．地区より「財団グローバル補助金セミナーの案内」が 

きています。 

  日 時：10 月 13 日(木) 浦和コミュニティセンター pm6:30 

７．越谷南 RC より「越谷南ロータリーカップサッカー大 

会（U14）開催の案内」がきています。 

日 時：8 月 25 日（木） am9：00 開会 

場 所：しらこばと運動公園 第 2 競技場 

 

 

■職業奉仕委員会           高橋 護委員長 

奉仕プロジェクト部門セミナー（8／6）では NPO 法人ロ

シナンテス理事からの活動説明と中村パストガバナーに

よる職業奉仕の講演がありました。DVD が配布されまし

たので見る機会を設けて理解を深めたいと思います。 

■社会奉仕委員会           山﨑晶弘委員長 

社会奉仕部門分科会からの報告になります。ブライダル委員 

会および腎・アイバンクへの登録呼びかけがありました。腎・ア

イバンク登録者でも遺族の同意なく提供されることはないという

ことですので、ご賛同いただける方は登録をお願い致します。 

越谷市民まつりのゴミステーション担当者は役職で登録

させていただきます。（了承済み） 

■越谷市民まつりについて            佐々岡 修会長 

本例会終了後、越谷市民まつりの保留案件について協議し

たいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

次月・次週インフォメーション 

8／23 通常例会（卓話） 

    ／30 夜間例会（入会式） 

   9／  ６ 通常例会（卓話） 

 

中村隆雄幹事 



■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長  

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 10 名  2 名 80％ 

 

               松井昭夫様（越谷北 RC） 

皆さん、こんにちは。和気あいあいとした雰囲気の中ク

ラブさん、50 名ほどの会員がいる私どもではなかなか難

しいことです。天候に恵まれる中、私どもクラブは昨日、

越谷ジュニア甲子園野球大会が無事終了致しました。これ

からもいろいろな形で活動していきたいと考えておりま 

す。また、来年の移動例会 

は早々にご承認をいただ 

きありがとうございます。 

今後ともどうぞよろしく 

お願い致します。 

 

須賀篤史様（越谷北 RC） 

皆さん、こんにちは。今年度、越谷北 RC で幹事を務め

ております須賀です。初めての訪問ということで楽しみに

しておりました。中村幹事とは元荒川でよくお目にかかり

ます。本日はどうぞよろしくお願い致します。 

 

鈴木 宏様（有限会社 AMK） 

佐々岡さんからご紹介い 

ただいて伺いました。私ど 

もでは食育をテーマにした 

幼児教室をやっていますの 

で、そのお話ができればと 

思っています。よろしくお 

願い致します。 

 

猪狩氷青様（株式会社ネクストイノベーション） 

 初めまして。ネクストイ 

ノベーションの猪狩と申し 

ます。本日は小池さんのご 

紹介で伺いました。私は民 

間学童を作りたいと考えて 

会社を立ち上げ、来年 4 月 

に春日部駅前に事業所をオ 

ープンするため準備を整え 

ているところです。皆様からアドバイス等いただければ有

り難いと思います。 

 

村上勝隆様（THE 株式会社） 

皆さん、こんにちは。本日は外国人の雇用情勢について 

お話をさせていただきます。わが国では 2050年には 4000 

万人の労働力になるであろうと試算されており、国はその

対策として難民制度を進めているところです。現在わが国

には 250 万人の外国人がおりますが、今後は 500 万人に

増えるのではないかと言われています。国別で見てみます

と最も多いのは中国（約 78 万人）、次に韓国（約 53 万人）、

フィリピン（約 23 万人）、ブラジル、そしてここ数年で大

幅に増えているのがベトナム人とネパール人です。外国人

は非常に労働意欲が強く、250 万人のうちおよそ 70％は

今後の労働力になるのではないかと期待されています。 

 では外国人はどのようなビザで日本に在留しているの 

でしょうか。永住ビザ、定住ビザ、日本人配偶者ビザ、家 

族滞在ビザ、就労ビザ、留

学ビザ、ワーキングホリデ

ー等 27 種類の在留資格が

あります。仕事をして良い

とされる就労ビザ、留学生

ビザの場合は 1週間 28時間

働いても良いことになって

いますので、飲食店やコン

ビニ、工場などで仕事をする人が増えています。また永住

者ビザ、定住者ビザ、配偶者ビザの場合は就労時間の制限

はありません。オリンピックを控えていることもあって労

働力を確保するため就労ビザを積極的に出してる状況に

あり、最近は飲食店や免税店などでも外国人就労者を見か

けるようになりました。外国人就労者に話を聞きますと、

10 人中 8 人はこれからもずっと日本に住みたいと思って

いるようです。給料が高く人も優しいし暮らし易いといっ

た理由で、できれば永住したいと言います。永住権は日本

で 10 年間生活していなければ取れませんが、日本国籍は

3 年間日本に居れば取得可能です。ここ数年は国の政策と

して日本国籍の取得を支援しています。 

 人材の活用法も記し

ましたのでご覧くださ

い。技能実習生として

現在 20～25 万人が就

労しており、ベトナム

人が非常に多くなって

います。その他にも奨

学金留学生（朝日新聞

他）、日本語学校・専門学校・大学との提携、外国人紹介

会社、外国人派遣会社を通して人材を確保することもでき

ます。ここ数年で外国人紹介会社や外国人派遣会社が増え

ました。また、有能な外国人を呼び寄せることも可能です。

人材確保が迫られる状況にありながら外国人に対してま

だまだ厳しい日本、企業も動いてこれから少しずつ変わっ

ていくのではないかと思います。 

■スマイル報告        山﨑晶弘社会奉仕委員長 

・本日はどうぞよろしくお願い致します。   松井昭夫様 

須賀篤史様 

・暑い日が続きますがお元気ですか。越谷北 RC 会長・幹事 

様、お客様、ようこそいらっしゃいました。    佐々岡 修 

・残暑お見舞い申し上げます。お客様、おいでいただきま

してありがとうございます。        中村隆雄 

・今日も暑いですね。暑い中、メークアップにお越しいた

だきありがとうございます。        菊地貴光 

・もう 37℃近くなっています。熱中症に注意して今日も

頑張りましょう。              仲 文成 

・お客様、ようこそ。本日早退します。    武藤正雄 

・お客様、ようこそ！村上様、本日の卓話を楽しみにして  

 おります。                小池和義 

高橋 護、山下良雄、大野 弘、山﨑晶弘  計 15,000 円 

 


