
四つのテスト（言行はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは。昨日地区大

会にご参加頂いた皆様、また、

実行委員の小形さん、ご苦労様

でした。クラブの事業活動報告

で、吉岡さんが発表して下さい

ましたが、懐かしい写真がスク

リーンに映され、その時の嬉しかった事、悲しかった

事など思い出し、涙を流すようなところもありまし

た。隣に座っていらした方が「楽しいクラブやなぁ」

と、声を掛けていただいたのですが、バンドがあるっ

て事は珍しく、楽しいクラブだと思われたのでしょ

う。これからも皆さんと一緒に楽しいクラブでやって

いきたいと、昨日感じまして、改めてバンドメンバー

の皆さんに感謝申し上げます。 

今日は社会保険労務士の富永様にお越し頂いておりま

す。後ほど卓話よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇ 会長報告  坂部美智子 会長 ◇◇ 

 

 

会 長／坂部美智子  幹  事／井上 晴喜  

副会長・20 周年実行委員長／吉岡 惠美  

『思 い や り と 感 謝 の 心』 

 

 

 [例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30  

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    

E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 

 

2017 年 11 月 13 日 第 850 回例会  VOL.20 No.15 TOTAL 790    

 

-------- 本日の例会 11 月 13 日（月）  ------ 

第 850 回例会  

☆内部卓話 「私と音楽と青春」     

              藤戸 輝洋会員 

-------- 次回の例会 11 月 20 日（月） -------                    

第 851 回例会  移動例会 

☆秋の日帰り親睦旅行 

集合：県庁前 8:10 JR和歌山駅東口 8:25 

場所：大阪国立文楽劇場「人形浄瑠璃観劇」 

    黒門市場 

ベトナム料理チャオサイゴンにて夕食 

                       

------ 前回の例会記録 11 月 6 日（月） ------ 

第 849 回例会  夜間 18:30～20:00 

○ロータリーソング  アゼリアの友よ 

○ゲ ス ト 紹 介  社会保険労務士 富永 博様                     

○ビジター紹介   

○出 席 報 告  会員数 32名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   11月 6日  23/31名 74.19％ 

前々回修正出席  10月 23日  21/30名 70.00％ 

メーキャップ   2名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 4日、5日と地区大会がロ

イネットで開催されましたが、

１日目は本会議、晩餐会で坂部

会長と出席致しました。２日目

は当クラブより１６名参加頂き

まして、お休みの所ご出席下さ

りありがとうございました。メークアップ扱いになり

ますので、メークアップカードがありましたら事務局

にご提出下さい。 

 

 

◎指名委員会の件  会長エレクト 黒田 忠嗣会員 

10月 26日の移動例会にて、坂

部会長より、会長ノミニー、次

年度理事 5名の立候補受付を発

表させていただきました。 

ご欠席も多かったので、その旨

FAXも送信させて頂いておりま

すが、通常なら 11月 2日の１週間の間が立候補受付

となっておりますが、その間例会がございませんの

で、期間を本日６日までとさせて頂きました。 

現在まで立候補がございませんでしたので、つきまし

ては、定款細則「第 3条 第 5節」に基づき、7日

以降に指名委員会を発足し、次々年度会長（会長ノミ

ニー）、そして次年度理事５名の選考に入らせていた

だきます。 

指名委員会メンバーは、坂部会長、大野直前会長、中

村会員、井上会員、黒田 の 5名です。12月４日

（月）の年次総会にて、発表させて頂きますので、審

議の程お願い致します。 

◎親睦活動委員会          藤田眞佐子委員長 

本日、11月 20日（月）の移動

例会を兼ねた親睦旅行代金１万

円を徴収させて頂いております

ので、まだの方は事務局受付で

お支払いのほどお願いします。 

◇◇ 幹事報告   井上 晴喜 幹事 ◇◇ 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 



行程表 

8:10    8:25                       

県庁前===和歌山駅東口セブンイレブン前=== 

 

和歌山 IC＝＝泉大津 PA＝＝阪和・阪神経由＝＝ 

 

11:00 昼食お弁当 ～15:00   16:00～17:20 

国立文楽劇場 人形浄瑠璃観劇＝＝黒門市場買い物 

 

18:00～20:00 

==チャオサイゴン（夕食）===阪神・阪和経由 

 

==泉大津 PA＝＝和歌山 IC＝＝JR和歌山駅着 

 

21:30頃==県文着 21:40頃                           

 

◎職業奉仕委員会          安宅 浩一理事 

10月 26日（木）、移動例会を

兼ね、愛徳医療福祉センター内

の見学と、あいとく子ども食堂

での食事会をし、社会福祉法人

愛徳園の理事長様に目録をお渡

しして参りました。子ども達も

心待ちにしてくれていて、大変歓迎していただきまし

た。福祉センタースタッフの皆様、子ども食堂で調理

されているボランティアの方々のご協力で、寄贈した

お米を使った、ちらし寿司などのメニューをご用意下

さいました。感謝状を子ども達が作ってくれていまし

たので、受付でご覧になって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        白神 修次委員長 

前回例会にてお願いしておりま

した日本ライトハウス「盲導犬

チャリティカレンダー」が届い

ております。 

お陰さまで 16冊ものお申し込

みを頂きまして、ありがとうご

ざいました。 

 

◎ゴルフ同好会 世話役         掛下 吉三理事 

地区ゴルフ大会の報告 

10月 30日（月）国際ロータリ

ー第 2640地区地区大会記念ゴ

ルフ大会に当アゼリアから 3名

参加致しました。 

今回開催場所は、南紀白浜ゴル

フクラブで男性 144名、女性 6名、合計 150名でし

た。遠方では堺方面、一方近い所、田辺の会員が大勢

参加されておりましたが、残念ながら串本、新宮、勝

浦方面のクラブからの参加がありませんでした。 

当日のコースコンディションは台風 22号が過ぎ去っ

た後で、吹き返しの風が強風となりとても難しい一日

となりましたが、全員最後まで廻って来ることができ

ました。 

因みに順位は優勝が和歌山城南ＲＣの松本健会員でし

た。当クラブでは、掛下 30位、松本博会員 35位、

當仲会員は 135位でした。ご参加の皆様お疲れ様で

した。 

 

◎地区大会実行委員会       小形みちる会員 

2日間の地区大会にご参加頂い

た皆様お疲れ様でした。 

1日目のＲＩ会長代理ご夫妻歓

迎晩餐会の司会と、お土産の担

当を皆様のご協力で無事に務め

させていただきました。ありが

とうございました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会          吉岡 惠美理事 

ロータリーの友 11月号の読みどころ紹介 

縦組み Ｐ4～Ｐ8 44年前財

団奨学生として、米カリフォル

ニア大学へ留学して、当時 

日本ではあまり発達していなか

った「周産期医学」について勉

強された、宮崎大学長 池ノ上 

克さんのお話です。帰国後「周産期医学」を広めら

れ、出産時の救命率が高くなり、赤ちゃんが助かるば

かりでなく、その質も良くなって脳障害が残る率も低

下したそうです。「ロータリアンの皆様に支えていた

だいて、帰国後、自分の職業を通して、地域に奉仕を

する人生を歩んでいます」と結ばれています。 

ぜひ読んでください。 

 

横組み Ｐ8～Ｐ11 各地域のインターアクトクラブ

の活動が載っています。当クラブは実施した事が無い

活動です。市内 9クラブでも最近はあまり聞こえて

きません。とても難しい活動だと思います。でも、記

載のように活動できればいいなと思いました。 

Ｐ10下段の下伊那農業高校ＩＡＣ顧問の先生のお言

葉「ロータリアンとの合同例会などで自分たちのこと

やインターアクトの活動を大切に育ててくれる大人の

姿を目の当たりにすることが、身近なところから世界

へと思いをはせるきっかけになっている」に、なるほ

ど！と思いました。 

Ｐ14～Ｐ19 ポリオ撲滅の歴史が紹介されていま

す。現在プログラムの責任者である、医師のジェイ・

ウェンガー氏のお話もぜひお読みください。 

世界で野生ポリオウイルスが残っているのは、アフガ

ニスタン、パキスタン、ナイジェリアの 3カ国だけ

だそうです。活動自体が難しい国々です。今年はわず

か 8件の発症だそうで、本当に撲滅できたか否か

は、3年間新たな発症がなかった時だそうです。 

 

以上、私個人は何の力もありませんが、ロータリーの

一員である事を誇りに感じた記事でした。 

 

 

11月お誕生月の皆様おめでとうございます。 

2日 藤戸 輝洋会員   6日 南方 孝一会員 

19日 北野 敏夫会員  18日 八木由貴子会員 

29日 小阪  知会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「がん治療と仕事の両立支援について」 

             社会保険労務士 富永 博様 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇  お  誕  生  会  ◇◇ 

◇◇  外  部  卓  話  ◇◇ 



1.治療と仕事の両立について知っておいてほしいこと 

⑴がんは「他人事」ではありません。 

・一生のうちに日本人の「２人に１人」以上が、がん 

になります。 

⑵がんで入院する日数が短くなっています。 

・約３６日（Ｈ14）→約２０日（Ｈ２６） 

⑶治療を受けながら仕事を続けている人が増えていま 

す。 

⑷早期がんであれば、一部のがんを除いて完治（治 

癒）します。 

⑸抗がん剤などの副作用は、かなり個人差がありま 

す。 

⑹国は「がん治療と仕事の両立支援」に力を入れてい 

ます。 

・「事業場における治療と職業生活の両立支援のため 

のガイドライン」（厚生労働省 2016年 2月） 

・がん対策基本法の改正（2016年 12月） 

 

２.がん患者（社員）は仕事の両立についてどう思っ 

ているか？ 

⑴両立は難しい（無理） 

・会社に迷惑をかけたくない。 

・職場の理解が得られない。 

・両立できる制度が会社にない（あっても不十分）。 

・両立が体力的に困難（不安）。 

⑵できれば仕事を続けたい。 

・治療費や生活費など「お金」のことが不安、心配。 

・仕事で「気が紛れる」ことがなくなる。 

・「社会とのつながり」が少なくなる。 

 

３.両立支援Ｑ＆Ａ 

Q１.社員ががんになったとき、会社としてどのよう   

に対応すればよいか？ 

→本人から病状や治療の見通し、また仕事についてど 

う思っているのかを聞く。（ゆっくり聞いてあげる  

場と話しやすい雰囲気づくりが大切） 

→健康保険制度（高額療養費・限度額適用認定証、傷 

病手当金）、障害年金、また両立支援のための制度 

などについて、丁寧に本人に説明する。 

→できるだけ就業の機会を失わせないように配慮して 

対応する。 

Q２.がん治療のため休んでいた社員から「復職した 

い」と連絡があったとき、どのように対応すれば 

よいか？ 

→復職する前に本人と面談して、「どのようなスタイ 

ルでの勤務を望んでいるか」、「復帰に当たって不安 

なことは何か」、「周りの人に対する希望はあるか」 

などについて本人に聞き、会社のできる範囲で本人 

の希望に沿うように配慮する。 

Q３.治療中は、正社員からパートタイマー等に変更 

  してもよいか？ 

→会社側から一方的に変更する事はできない。 

 

４.両立支援のための制度等 

⑴柔軟な勤務制度 

 ①短時間制度 ②フレックス勤務 ③在宅勤務 

 ④時差出勤  ⑤試し出勤 

⑵休暇制度 

 ①有給休暇  ②時間単位の有給休暇 

 ③病気休暇（特別休暇） 

⑶休職制度 

⑷その他 

 ①業務量を軽減する。残業をさせない。 

 ②業務内容（仕事）の変更。 

※有給休暇以外は会社が自主的に設ける制度等です。 

 

５.経営者の皆様にお伝えしたいこと 

◎がん治療と仕事の両立支援に当たっては、がんにつ 

いての正しい情報と知識、また経営者の理解と社員   

（がん患者）に対する配慮等がどうしても必要で 

す。(がんはがんになったその人の問題を捉えるの 

ではなく、社会全体で支援すべきです） 

◎がんの「早期発見」と、「早期治療」が何よりも 

大切です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 26 日（木）の分 

田原 サヨ子会員 

社会福祉法人愛徳園の皆様、お世話になります。本日

宜しくお願い致します。 

本日 11 月 6 日（月）の分 

坂部美智子会長 

地区大会にご参加頂いた方々ご苦労様でした。また、

実行委員会でご尽力頂いた小形さん、2日間お疲れ様

でした。そして、本日卓話の富永様、どうぞよろしく

お願い致します。 

井上 晴喜幹事 

富永様、本日はお越し頂き有難うございます。地区大

会出席の皆様お疲れ様でした。 

後和 信英会員 

本日は富永博先生の実体験のお話、本当にありがとう

ございます。 

北野 敏夫会員 

誕生日のお祝い有難うございます。やっと 60才、ま

だまだ 60才。頑張ります。 

掛下 吉三会員 

地区大会記念ゴルフの賞品の分です。 

小阪  知会員 

富永先生ようこそお越し下さいました。卓話楽しみに

していました。また、誕生日のお祝いありがとうござ

いました。 

松本 良二会員 

吉岡さん、小形さん地区大会のお手伝いありがとうご

ざいました。富永さん、ようこそアゼリアへ。卓話よ

ろしくお願いします。 

南方 孝一会員 

せっかくのお誕生のお祝いですが、風邪気味で欠席で

す。富永さんの卓話、聞けなくて残念です。 

野村  伸会員 

皆様こんばんは。3週間ほどお休みいただいておりま

した。クラブよりお見舞いを頂きありがとうございま

す。 

大野 治朗会員 

昨日の地区大会お疲れ様でした。半日で帰ってすみま

せん。 

小形みちる会員 

昨日は地区大会にご出席された皆さんお疲れ様でし

た。そして富永様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

多治川 仁会員 

地区大会は欠席してすみませんでした。ようこそ富永

様。卓話よろしくお願い致します。 

八木由貴子会員 

おかげ様で 85才の誕生月を迎える事が出来ました。

今後共、健康に気をつけて頑張って行きます。 

吉岡 惠美会員 

富永先生、本日は卓話ありがとうございます。又、著

書まで皆に頂き、恐縮です。 

本日合計額 62,000 円      累計額 495,000 円 

 

＊＊＊＊＊＊＊   ロータリー財団   ＊＊＊＊＊＊＊ 

坂部美智子会員 後和 信英会員  多治川 仁会員 

田原サヨ子会員 八木由貴子会員 吉岡 惠美会員 

本日合計額  18,500 円       累計額 174,000 円 

 

＊＊＊＊＊＊＊  米  山  奨  学   ＊＊＊＊＊＊＊ 

坂部美智子会員 後和 信英会員 北野 敏夫会員 

多治川 仁会員 田原サヨ子会員 八木由貴子会員 

吉岡 惠美会員 

本日合計額  19,500 円       累計額 140,000 円 

 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 



 

＊＊＊ワンワン基金寄付＊＊＊ 

本日合計額       円       累計額  33,838 円 

 

 

年末・年始のプログラム予定 

～12月のプログラム予定～ 

12月 4日（月） 年次総会 

12月 11日（月） IDM発表 

12月 18日（月） 年末クリスマス例会 

12月 25日（月） 休会 

 

～1月のプログラム予定～ 

1月 12日（金） 新春初例会（夜間） 

1月 15日（月） 休会 

 

 

 

 

市内ロータリークラブ 例会情報 

クラブ名 日   時  内     容  

和 歌 山 北 11 月 13 日(月) 

卓話 「性暴力被害者のためのワンストップ

支援センター」 

吉澤法律事務所 弁護士：吉澤尚美様 

和 歌 山 11 月 14 日(火) 

新入会員卓話  樋口佳久 会員 

（西日本電信電話株式会社  

和歌山支店 支店長） 

和歌山東南 
11 月 17 日(金) 

18:30～  

15 日（水）の例会を変更 

和歌山中ＲＣとの合同例会 

場所：ﾀﾞｲﾜロイネットホテル和歌山 4Ｆ 

和 歌 山 西 11 月 15 日(水) 
ゲスト； 

大河内美紗様、井上紘一様をお招きして 

和 歌 山 東 11 月 16 日(木) 

卓話 「和歌山から全国へ、世界へ、飛び

立つ事業の育成を目指す！」 

㈱きのくに未来ビジネスセンター 

中小企業診断士   岡 京子 さん 

和歌山城南 11 月 16 日(木) ガバナー公式訪問 

和 歌 山 南 11 月 17 日(金) 第 2 回 I.D.M.発表 

和 歌 山 中 
11 月 17 日(金) 

18:30～ 

[例会変更] 

和歌山東南 RC との合同例会 

場所：ﾀﾞｲﾜロイネットホテル和歌山 4Ｆ 

 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 中ＲＣ：11月 17日（金）18:30～19:00 

        中ＲＣ事務所 １Ｆ 

和 歌 山 南ＲＣ：11月 17日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和歌山東南ＲＣ：11月 15日（水）12:00～12:30 

        11月 22日（水） 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 北ＲＣ：11月 20日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：11月 22日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和歌山城南ＲＣ：11月 30日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国 

◎休  会 

和 歌 山 西ＲＣ：11月 29日（水） 

和歌山東南ＲＣ：11月 29日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


