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広島廿日市ロータリークラブ会報
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5月号
No.383

事務局
〒 738-0015  広島県廿日市市本町 5 番 1 号
　　　　　   廿日市市商工保健会館 4F
TEL（0829）31-5490　FAX（0829）31-5491
E-mail ／ office20@h-hrc.com
URL ／ http://www.h-hrc.com/

◆◆◆ 本年度会長方針 ◆◆◆

「和のこころをつなげよう」
例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ　TEL（082）278-5000
会　長／中井　克洋　　幹事／佐伯　敬男

創立 18 周年記念夜間例会

第 775回 広島サンプラザ  2013年 5月 13日
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広島廿日市ロータリークラブの皆様へ
創立１８周年のお祝いの言葉

台北市南港ロータリークラブ
2012〜2013会長　蔡　淵輝

　貴広島廿日市ロータリークラブ設
立18周年記念大会、本当におめでと
うございます。
　おかげさまにて友好クラブ締結以

来、わが両クラブは相互に真心を込めた奉仕活動並び
により一層の友情を目指して親睦交流を着実に進行し
てまいりました。また、このような親睦交流はまさに“奉
仕を通して平和を”の精神につながるのではないかと
思います。
　最後になりますが、貴広島廿日市ロータリークラブ
及び会員皆様のますますのご発展を祈念いたし、簡単
ですが祝辞とさせていただきます。

幹事報告

①事業計画書原稿提出
　次年度の事業計画書の原稿の締め切りが今週金
曜日5月17日です。次年度理事役員の方は、原稿
のご提出をお願いします。

②世界平和フォーラム広島
　今週金曜日と土曜日に国際会議場にて世界平和
フォーラムが行われます。手伝いをお願いしている
方に詳細をボックスへ入れておりますので、ご確認
ください。
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第 776回 広島サンプラザ  2013年 5月 20日

幹事報告

①次年度理事会
　例会終了後、3階　「末広の間」におきまして、
次年度理事会を開催します。
　次年度理事役員の方は、お集りください。

②次週例会
　次週の例会は職場訪問例会です。出欠の回覧を
回しておりますので、ご記入ください。

卓　話

障害者雇用から眺めた日本の企業組織
医療法人ハートフル・アマノリハビリテーション病院

特任部長 松田　啓一 様
キーワード：うつ・職務範囲・責
任・権限・金
　現在の日本では、一定規模以
上の企業には従業員の２％にあ
たる障害者を雇用することが法
的に義務付けられている（障害
者雇用率）。雇用率算定の対象と

なる障害者は様々だが、ここでは「採用後障害者」（採
用後の傷病による障害者）に焦点をあてる。
　「採用後障害者」も交通事故者など様々だが、ここ
では最近増加中のうつ病の社員をとり上げる。うつ病
というと働き過ぎが問題とされるが、一方で、人間は
仕事に「夢中」な時は「いくらでも働けちゃう（程度
問題だが）」ということも多くの人が経験しているとこ
ろであろう。ここには社員が仕事を「自発的な挑戦課
題」として受け止めているか、「強制的なノルマ負担」
と受け止めているかの違いがあると考えられる。では
うつ病については「働き過ぎ」と「強制的負担感の強さ」
にさえ気をつければ十分だろうか。実はここには見落
とされがちな別の誘引もあると思われる。実際、高度
経済成長期の日本人は、今より厳しい企業の強制力の
下で、今よりずっとモーレツに働いていたとも言える
からである。

　一般に社員が安心して働ける企業とはどのような組
織であろうか。机上の理想論的には「明確な職務範囲
を前提に、各社員の責任と権限と金（給与）のバラン
スがとれている組織」と言うこともできよう。特にポ
ストの序列に応じた「責任」と「権限」と「金」の付
与は企業の上下秩序の背骨にあたる部分だったと言え
よう。
　「だった」と過去形で述べたのは、終身雇用による
常用雇用の正社員を前提とした企業組織が大きく変質
し働き方が多様化して以来、この上下秩序がかなり「液
状化」しているのではないかという筆者の感触からで
ある。そしてこの秩序の液状化現象に、うつ病のもう
一つの外部誘因が潜んでいると言えないだろうか（実
証性はまだ希薄という意味で私見）。
　例えば、組織的に「何について誰に対して責任を負っ
ているか」が明確になっていない状態とは、心理的に
は「何について失敗したとき誰に叱られるか」が予想
できない状態を意味する。この状態は人を非常に不安
　　　にさせる。「責任は問われるのに権限はあいま
い」という状態もまたしかりである。その上、応分な「金」
がついてこないとなれば「不安」は「不満」に転化し、
さらには「反発」となっていく。軽率な響きがあるか
もしれないが、「反発」に至らず「うつ病」になってしまっ
たら元も子もない。
　働き方の多様化が喧伝されてすでに久しい。今ここ
で、かつての日本の古典的な企業組織を新しい時代の
観点から見直してみることもまた意味のあることでは
ないだろうか。　

誕生日祝
　　有田　伸治会員	 昭和 26年 5月21日　62歳
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スマイルボックス
下向　繁美	 有田　伸治	 永井　勝康
近藤　英昭	 松浦　光男	 河内　正晴
久保田幸恵	 渡邊　英晶	 青木　秀行
森井　紀夫	 上杉　昌幸	 尾﨑　宏明
松野　正信

結婚祝
　　川﨑　　尚会員　　記念日　　5月			5日
　　松浦　光男会員　　記念日　　5月23日
　　松野　正信会員　　記念日　　5月25日	 	
　　平塩　清種会員　　記念日　　5月15日	 	
	

職場訪問例会報告

第 777回 広島観音マリーナ 2013年 5月 27日
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幹事報告

①国際ロータリー日本事務局事務所移転について
　国際ロータリー日本事務局より、事務所移転の連
絡がありました。5/27（月）本日より、東京都北区
赤羽から、港区三田に移転し、「奉仕室」の名称を「ク
ラブ・地区支援室」へ変更となりました。
　詳細は、例会時にホワイトボードに掲示しますの
で、ご覧ください。

①次年度の外部卓話について
　次年度は、平塩プログラム委員長にお願いする
卓話と会員から推薦いただいた方に卓話を予定し
ております。
　つきまして、外部卓話の推薦者がおられましたら、
次年度幹事、または事務局までご連絡ください。
　まずは、10月28日（月）を予定しております。

活動報告

  2013年 5月 17・18日

ロータリー世界平和フォーラム広島
　国際ロータリー世界平和フォーラムが 5月17日18
日広島国際会議場で開かれました。今年度ベルリン	、
ホノルルで既に開かれ最後の地広島大会です。国際
ロータリーRI	はアメリカイリノイ州に本部を置き世界
200カ国の地域に120万人の会員が世界平和活動と奉
仕活動を行なっています。世界から2500 名が広島に
集まり平和についてフォーラムを行いました。在広ロー
タリークラブがお手伝い。広島廿日市ロータリークラ
ブはSAA及びクロークを担当しました。　
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  2013年 5月 18日

第 18 回国際ロータリー日本青少年交換研究会広島会議
　5月18日、ロータリー世界平和フォーラムに併合して、国際ロータリー日本青少
年交換学生広島会議が国際会議場およびメモリアルホールで開かれました。
これは世界の青少年交換留学生を世界のロータリークラブがお世話して、お互い
の国を理解し、青少年の育成と平和に貢献しております。懇親会では地区の大之
木ガバナーと青森から来られたローテックス（既に海外留学から帰ってきた学生）
菊池さんと長尾さんと共に。　終盤には多いに盛り上がり広島フラワーフェスティ
バルでも話題になった「よさこい」をみんなでアドリブで踊っています。圧倒的な
若いパワーに脱帽。

No.382　
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  2013年 5月 10日

廿日市市制施行 25 周年寄付

2013 ゆうほ RCC 報告書　5 月
　日　　時：平成25年 5月17日（金）19：30～　
　日　　時：サンリブ内・オアシス
　出	席	者	：＜ゆうほ＞渡辺、笠井、植村、長　　
　　　　　		＜ロータリー＞なし

❶ゆうほから
＜パトロール＆環境保全活動＞
　日　　時：5月17日（金）18：00～
　日　　時：ローソン→ダイソー→八幡３丁目→
　　　　　		八幡交番→サンリブ→ザ・ビッグ
　参	加	者		：
～気づき～
・サンリブ内ゲームコーナーはプリクラが奥の方に
なっていたことが少し気になる。
・ゲームコーナー・・・保護者と一緒に遊びに来て
いる子どもたちが多かった。
・ハナコ・・・小、中学生が 4、5人のグループで
ゴソゴソしたりする様子が度々見られる。
・城山中2年女子 3人が毎日のように二人乗りして
いる。パトロール中の警官に注意されても翌日も
二人乗りしているのを見かけた。注意しても、まっ
たく聞き入れる様子はない。

＜これからの活動＞
・６月19日（水）八幡小学校　			「被害防止教室」
・６月26日（水）五日市南小学校　「被害防止教室」
・７月		3日（水　湯来南小学校　	「被害防止教室」
・７月17日（水）彩が丘小学校　	「非行防止教室（万
引き）」
・7月20日（土）藤の木公民館　	「高齢者向け被
害防止講習会」
・9月11日（水）美鈴が丘小学校「被害防止教室」

❷廿日市ロータリークラブから

❸その他
6月　パトロール
環境保全活動	6月21日（金）18：00	～
集　合：ザ・ビッグカメラ屋前
＊ごみ袋、ひばさみ持参

6月　ゆうほ定例会	 6月21日（金）19：30	～
場　所：サンリブ内オアシス


