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国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ
創立／1959年2月23日

例会場／ルミエール華月殿　和歌山市屋形町2-10   TEL（073）424-9392　例会日  木曜日  12時30分
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ   TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
会報・広報委員会　嶋   弘伸　笹島  良雄　角谷  芳伸　武田  慎介　上中  崇司（今週担当：上中  崇司）

2/20の土曜日にアバローム紀の国で米山奨学生期間終了者の歓送会があり、米山奨学会の真野委
員長と出席して参りました。真野さんご苦労様で御座いました。当日は村上ガバナー始めパストガバ
ナー、ガバナーエレクト、カウンセラー補佐他地区から14名の方の出席の下、予定の時間を１時間もオー
バーする充実した時間を奨学生と過ごしました。奨学生は、日本で就職する者、日本でまだ勉強する者
から本国に戻る者とそれぞれ違う道を歩みますが、一様にお世話になったロータリアンに対し感謝の気

持ちと、将来日本との親善に尽くしたい又ロータリアンのように奉仕活動をしたいとの心をロータリーとの関係で奉仕の
精神を持たれたようで、素晴らしい成果があったものと思います。
それから、今日と来週の２回ここダイワロイネットで移動例会を致します。
例会場の移転が理事会の議題になった発端は、一つは華月殿の駐車場の問題です。係員の無礼な応対で、３年前
に私が幹事をしていた時に係員の対応に対し立腹された会員が駐車場まで来ていらっしゃるのに例会に出席せず帰ら
れた事がありました。その時は華月殿に厳重に注意をし、華月殿も善処されたようですが、今期又問題が起こりました。
会員が駐車場に止めていたところ、別の車に当てられるという事故がありました。その会員はその駐車場を利用する者
の為に、駐車場の管理運営について華月殿にただしたが、今後安心できるものでなかったようです。この事故を聞き、
直ぐ華月殿の支配人に誠意を持って解決するように申し入れました。その後支配人から円満解決したとの話を伺い安心
していましたが、事実は少し違うようです。又他の会員もこの駐車場の係員には嫌な思いをされています。華月殿の駐
車場の形態、方式では今後も事故等充分に考えられます。二つ目は、去年１１月１２日の例会の時の例会場のバッティ
ングに対する対応で、使用している団体が一時間以上も終了予定時間を超過しているにも拘らず、再三のこちらの要請
にもただ謝るだけで相手の団体に何も伝えず、大変な迷惑を被りました。それから例会場の変更について一部の会員
が個人的な利益のために言っているとの噂を聞きますが、一切それはない事を確認しています。又変更に慎重な会員
は、商工会議所から華月殿に例会場を移転した時に華月殿に大変お世話になり、移転するのは義理を欠くとの話も聞
いております。しかし、新会員を勧誘するのにダイワロイネットの方が勧誘し易いと云われると、私の年度の活動で会
員増強を皆様にお願いしている関係で勧誘し易い環境を考えるのも必要かなと思います。
例会場の変更について、これからＩＤＭとか適宜必要な会議で会員の皆様にディスカッションをして頂き、出きるだけ

会員全員が納得できる結論を出したいと思いますので、皆様のご意見を宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
和歌山県青年僧の会から、４月１７日（土）に市民会館において「仏教なんでも相談」と辛坊次郎氏
の講演会の案内が届いております。回覧します。
きょうは、いつものルミエール華月殿を離れて、ここダイワロイネットにおいての例会ですが、次週も
同様にこの場で行います。但し食事は、月に一回の『粗食の日』としてカレーライスを試してみたい

と思います。
また、「ホテルグランヴィア」や「アバローム紀の国」でも見積もりや条件などを確認して、検討したいと思います。
次に、アメリカからＧＳＥのメンバー５名が当地区に来訪されます。そして４月１９日（月）から１週間をＩ.Ｍ.３組が対応

致します。我が東クラブは４月２０日（火）の一日を受け持つ事になりました。当日は、市長を表敬訪問し、和歌山城を
見学、昼食、そして我がクラブの中野幸生会員のお世話により、中野酒造を見学させて頂く計画をしております。当日、
多くの会員のご参加、対応を宜しくお願いします。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

２月２２日（月）　海南東Ｒ.Ｃ.　藤井　義宣

（敬称略）
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前回の例会 ２月２５日（木）１２：３０〜　於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

●卓話「現政権のマニフェストに見る企業経営への影響」
㈲キンキ賃金研究センター代表・人事コンサルタント
 的場　章敏さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「日も風も星も」

●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
有田南Ｒ．Ｃ． １名 和歌山Ｒ．Ｃ． ２名
和歌山南Ｒ．Ｃ． ２名 和歌山東南Ｒ．Ｃ． ４名
和歌山城南Ｒ．Ｃ． １名 和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ２名

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５０名（内出席規定適用免除会員９名）
２月２５日（本　日） ３４名 ８２．９　％
２月１１日（メーキャップ後） 休　会

本日の例会 ３月４日（木）１２：３０〜　於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

●卓話「嶋　清一　　戦火に散った伝説の左腕」
 大阪府立和泉高等学校教諭　山本　暢俊さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
虹の彼方に（Ｈａｒｏｌｄ  Ａｒｌｅｎ）
雨の日と月曜日は（Ｒｏｇｅｒ  Ｎｉｃｈｏｌｓ）

●「会員満足度アンケート集計を基にした討論会」
 クラブ会員増強委員長　野井　晋　さん

次回の例会 ３月１１日（木）
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和歌山城南Ｒ．Ｃ． ３月４日（木） 卓話 「減災対策について」 和歌山市市長公室危機管理部総合防災課　危機管理調整員　津田　敏次さん
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． ３月５日（金） 卓話 「新政権下の日本経済」 毎日新聞社経済部部長　小笠原　敦子さん
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． ３月５日（金） 第３回クラブ協議会 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． ３月８日（月） Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ３月８日（月） 卓話 「和歌山県の薬物問題の現状」 和歌山ダルク　代表　和高　優紀さん
 

和歌山Ｒ．Ｃ． ３月９日（火） 卓話 「新宮水野家について」 モニカ・ベロイター氏　健・ヨアヒム・ベロイター氏
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． ３月１０日（水） 仏教卓話　西渓　光照会員
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． ３月１０日（水） 会員職業紹介①
 

中村　 靖男さん 平和な時代に好きな野球に打ち込める喜び
を語る嶋清一投手が伝えるもの選抜野球２１世紀枠に
記念して海草向陽野球の原点について市民会館で３月
２０日開催された選抜出場記念シンポジウムを祝して。

岡野　年秀さん 来週は休ませて頂きます。
山本　 進三さん 的場さん卓話楽しみにしています。ぜひ東ク

ラブに入会も考えておいて下さい。
岸裏　廣澄さん 還暦をお祝いいただきありがとうございます。
糟谷　元春さん 的場先生卓話よろしくお願いします。
吉田　 篤生さん ３月は識字率向上月間になります。例年同

様よろしくお願いします。
吉田　篤生さん 的場さん卓話よろしくお願いします。
乾　　 敦雄さん 的場さん卓話楽しみです。よろしくお願いし

ます。
谷口　文利さん 移動例会をお楽しみ下さい。
野上　泰造さん 的場章敏様卓話をよろしくお願いします。
瀧川　嘉彦さん 本日はロイネットの皆様ありがとうございます。
阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕
岩橋　五郎さん お誕生日祝いを頂いて。
糟谷　元春さん  ６．６のゾロ目の齢になりました。今年も良い

事がありそう。
島　　公造さん お誕生日祝いを頂いて。
岸裏　廣澄さん  ついに６０才になってしまいました。もう少し

がんばりたいと思います。
 これからもよろしくお願いします。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ７７，９４６円（計１３名　１６件）お誕生日お祝い  ４５９，０００円　皆出席  １１０，０００円　その他  １，８８２，４３７円）  累計額  ２，４５１，４３７円 

おめでとうございます！
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３月の識字率向上月間にちなみまして例年とおり地区よりご協賛のお願いが届きましたので、ご協力よろしくお願いし
ます。
　募集内容は次のものです。書き損じはがき（往復はがき可）未使用切手、未使用テフォンカード、日本円（海外コイン不可）

社会奉仕委員会 吉田　篤生 委員長

委 員 会 報 告

現政権のマニフェストに見る企業経営への影響
㈲キンキ賃金研究センター
代表・人事コンサルタント　的場　章敏さん

卓　話

　　　～雇用・経済【最低賃金改定】への考えを中心に～

〇そもそも賃金とは

－法律上から

（労基法第１１条）
　この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのものをいう。

－モチベーション理論から

【不満】を生み出す要因 【満足】を生み出す要因

動機付け要因

⬅⬅
⬅⬅
⬅⬅⬅

⬅
⬅
⬅

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨　　達成
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨　　承認
⇨⇨⇨⇨　仕事そのもの
⇨⇨⇨⇨　責任
⇨⇨ 昇級
⇨ 成長

衛生要因

会社の方針と管理（組織）⬅⬅⬅⬅
監督（日常の）⬅⬅⬅⬅⬅
監督者との関係⬅⬅⬅

労働条件⬅⬅⬅
賃金⬅⬅⬅

同僚との関係⬅⬅
個人生活　⬅

部下との関係⬅⬅
身分 ⬅
保障 ⬅

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨⇨
⇨

⇨
⇨
⇨

〇全国一律に・・・ということに関して

☆民主党マニフェスト　各論 40　　（当初予算　2200億円）
　“全国”最低賃金の設定（まずは 800円→ 1000円）

最低賃金法
（目的）
第一条
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、
労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とする。

・地域別最低賃金（根拠 - 最低賃金法第９条）

　（地域別最低賃金の原則）
　第九条
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。
以下同じ。）は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
２　地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定め
られなければならない。
３　前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができ
るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

・産業別最低賃金（特定最低賃金）
cf：和歌山の場合は鉄鋼業・百貨店 &総合スーパーのみ

生活保護法
（この法律の目的）
第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の
程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

級地制度（根拠 - 生活保護法第8条）
cf：和歌山市・・・２級地の１
　その他は 3級地の１

〇全国最低賃金が設定されたら・・・

最低賃金の賃金には、次に該当する賃金、手当は算入されない。
①臨時に支払われる賃金 ③ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
②時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金 ④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・非正規雇用の問題

・現正社員の問題→高卒初任給との逆転

〇子ども手当が賃金に与える（かもしれない）影響　（当初予算　５．３兆円）

最終的には何を重視するか！ ですが・・・


