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2016年 11月のロータリーレートは１ドル＝ 102円

金沢百万石

ＲＩ会長テーマ：

「人類に奉仕するロータリー」Rotary Serving Humanity
2016－17年度国際ロータリー会長 ジョンＦ．ジャーム

チャタヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシー州）

「語り合おう ロータリー」

ＲＩ第 2610地区2016－17年度年度ガバナー
岡部一輝（かずき）（南砺 RC）

点 鐘

１．ロータリーソング

『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．若狭豊会長挨拶： 東京・関

東地方で１１月の降雪が５４年

ぶりというニュースがありました。私が過去に

東京にいた時にも雪が降って、坂道や階段など

で転んでいる人が多くいました。インフルエンザが流行ってきまして、中高生が多いですが、Ａ型

４人、Ｂ型２人という状況です。ワクチン注射に来られる方もあります。先日、福井県立美術館に

絵を見に行って学芸員の講義も聞き、非常に面白く堪能してきました。

４．ゲストのご紹介 なし

５．ビジターのご紹介 金沢みなとＲＣ 川端良次様

《 食 事 》

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 武藤幹事

①本日例会終了後、臨時の理

事役員会を開催いたします。会

場はこの部屋です。

② 12/1 は 5 Ｆ「松の間」に
おきまして、年次総会を開催い

たします。ご出欠を 11/28 まで
に事務局へご連絡くだ

さい

③ 12/8 はホテルのご都合により、招龍
亭におきまして、例会並びに理事役員会

を開催いたします。ご出欠を 12/1までに事務局へご連絡ください。
④ 12 月・１月の例会等について、ご出欠のお返事が必要なものが多くありますが、

期日までのご連絡についてご協力をよろしくお願いいたします。また新年合同例会のご

出がまだの方について事務局までご連絡をよろしくお願いいたします。

例会便り
第 853 回
ホテル日航金沢５Ｆ

12.1（木）19:00 ～
例会出席率 26/46 56.52 ％
10 月の平均出席率 63.89 ％

布施美枝子ＳＡＡ

Kanazawa Hyakumangoku
KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0848 2016 12.8

．
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７． ニコニコＢＯＸ 紹介 ¥24,000- 本年度¥239,000- 残高¥6,276,206-
若狭会長：皆さま今晩は。勝山達郎会員 本日の卓話よろしくお願いいたします。

武藤幹事：勝山さん、卓話楽しみにしています。よろしくどうぞ。

木場会員：長い間お世話になり有難うございました。楽しく有意義な時間を過ごさ

せていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。二十周年の御成功心からお祈り申

し上げます。

２． 講話の時間

『 外国人技能実習生とその実態 』 勝山 達郎（かつやま たつろう）会員

紹介者：石丸会員 本年の３月に入会されました勝山さんです。私とは福井の藤島高校の関係で知り合

いました。三谷株式会社 専務取締役 平成 18年 10月から 25年 3月までベトナム人技能実習生の受入
事業を行う「オレオウ・ベトナム事業協同組合の理事長職を兼務、現在監事。

講話：

Ⅰ、技能実習生

1、日本では外国人労働者の受入は、専門的、技術的分野の高度人材に限
られ、一般単純労働者は日系南米人を除き認めていない。

例外として外国人技能実習生の受入を認めている。実習生の受入は技能

修得を通じ開発途上国へ技術移転を図るためとして、平成 5 年創設の技能
実習制度により始まった。実習期間は最長 3年。

2, 技能実習生は、平成 27年末には全国に 19万人いて、出身国は中国が 46%,
ベトナムが 30%, フィリピンが 9%を占める。中国が８割強も占めていた時
期があったが、年々減少、代りにベ

トナムが増えてきている。

3, 業種では、機械・金属、繊維衣服、建設関係で多く、農業
・漁業を含め 74 の職種が受入対象となっている。サ－ビス・
販売業は対象外。

4, 石川県の技能実習生は 27 年末で約 3,000 人、中国出身が
64%、ベトナム 22 ％ インドネシア 8%、フィリピン他 6%。

Ⅱ、技能実習制度の概要

1, 実習生の受入は、企業単独型と団体型(中小事業協同組合、
農協、漁協など)の二つの形態があり、27年は団体型受入が 96%
を占める。団体で受入れた実習企業は、6 割強が従業員 20 人
未満の小規模事業者。

2, 実習生は入国前 2ヶ月、入国後 1ヶ月間、日本語中心の講
習を受けた後、実習生受入企業に配置。 実習企業と実習生

との間に雇用関係が成立するので、実習企業には労働基準法、

最低賃金法など労働関係法や社会保険の適用などが義務付け

られる。

3, 受入斡旋した団体は、実習企業に対し技能実習実施の確認や長時間労働,賃金未払などの監査義
務がある。

Ⅲ、技能実習の実態

1, 私が関わっている団体（ベトナム人専門の受入事業組合）は平成 18年設立、9月末現在で組合
加盟企業 47社、実習生在籍数 210名。
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2、 受入実習企業は従業員 50 人未満の企業が 84%を占め、 日本人の採用が困難なため（(特に新

卒）、技能実習生を受入ており、大半が単純労働に従事している。

3, 実習生の賃金は、ほとんどの企業が最低賃金での時給制月払い。
昇給、賞与、退職金はないので、実習生は低賃金をカバ－するため

残業に励むことになる。

4、 規制緩和の一環として中小企業や介護士の人手不足対策のため、実習生の在留期間を 3年から 5
年に、また技能実習の職種に介護を組み入れる法案が 11 月 18 日に成立、29 年度から実施されるこ
とになった。

6, 韓国、台湾では熟練、非熟練を問わず外国人労働者の受入を認めており、韓国では在留期間 4年 10
ヶ月で一時帰国後、さらに 4年 10ヶ月就労可能。台湾では期間 12年。
途上国の若者は,日本より長く働くことができる韓国、台湾に流れる傾向にある。

Ⅳ、技能実習制度の問題点と改善点

技能実習制度は、単純労働者受入の抜け道に使われ、人手不足解消と安価な労働力でコスト削減が

できる中小零細企業にとっては、今や無くてはならぬ制度になっている。

このような制度矛盾の改善策として、

1. 名目化した実習制度を廃止、外国人単純労働者の受入を認める。

2. 人手不足の販売・サ－ビス業種も受入対象にする。

3. 在留期間を韓国、台湾並みに延長する。

4. 熟練度・能力考課による賃上げを行う。

これらを実行し外国人に労働市場を開放しなければ、超高齢化や生産年令人口減が

始まっている日本経済の先行きは危ういと云える。

点 鐘

パストガバナーからの手紙 2284回 2016.12.1 炭谷 亮一

「漱石は現代文学の扉を叩いた」

夏目漱石の偉大さは、現在我々が使っている文章つまり自分の恋愛感情を小説にしたり、山中教

授がＩＰＳ細胞について論文（日本語の）執筆したり、集団的自衛権は憲法違反であるとの社説を

書けるのも漱石が明治４０年前後に言文一致の多目的に使える文章を創ったことに起因している。

しかもそれだけではない、漱石は２０世紀の現代文学の扉を叩き、扉をこじ開けた人物なのだ。記

述してみよう。江戸時代世の中は安定し、文化の花が咲き誇った。当然文学も発展をとげたが、主

体は町人でありいわば大衆文化の花が開き、文学そのものが多彩になり、大いに隆盛をとげたとい

うのも事実であるが、悪く考えると文学が俗に流れ、レベルが低下したこともいなめない事実であ

る。

そして時代が変わり文明開化の明治となり、鎖国から開国となり、そして人々は大いに世界に目を

向ける様になった。明治になったとたん日本人の変わり身の早さは驚異的であり、大いに西洋に学

んで近代化すべしと言う気風になり、イケイケ!!ドンドン!!そして政府の要人が大挙して、アメリカ、
ヨーロッパを訪問し政治（司法・立法・行政）のやり方を学んでくるのだから、その熱心さは尋常

でない。

しかも見聞きしたことをすぐに実行に移す、例えば大学を造れば、教授をヨーロッパやアメリカか

ら招き、近代技術からも又近代軍備、軍事さえもヨーロッパから指導者を呼んで学ぶ姿勢たるや大

変なものだった。ともかくスピーディに日本の近代化を計らなければ欧米列強の植民地にされかね

ない、日本人すべてが危機感をもち、日本中が近代化に何にひとつ疑問をもたずつき進んだ。明治
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新時代になったのだと言うのが当時の国民の総意だった。

このことは、文学においても同じっだった。新時代の文学は江戸時代の大衆文学と欠別して、まっ

たく新しいものにならなければならないと言う意識が文学界に満ちあふれていた。

二葉亭四迷、山田美妙、坪内逍遥、樋口一葉らは新たな文学を創造しようと努めた。特に坪内逍遥

は英文学を学んでシエイクスピアを日本に紹介した、そして自身も「小説神髄」を著して『小説の

主脳は人情なり・・・・この人情の奥を穿ちて、賢人、君子はさらなり、老若男女、善悪正邪の心

の中の内幕をば洩らす所なく描きいたして周密精到、人情を灼然として見えしむる我が小説家の務

めとするなり・・・・・』と書いて、筋の面白さや、怪異、道徳を描くのは真の小説ではない、人

間の心理を描くのが小説であるとした。

しかし坪内逍遥の主張は見事なものだが、彼の作品はできるだけ写実的に書いているがまだまだ江

戸文学の味わいを引きずっており、新時代の文学を生み出すまでには至らなかった。

一方樋口一葉はかなり現代的な小説を書いている。彼女が１８９５年～９６年に発表した「たけく

らべ」は、１３才から１５才くらいの思春期の男女を描いており、淡い恋心や、大人になるのを拒

否したい揺れ動く心理を描いており、人間の心情に迫った作品である。しかし一葉は江戸時代調の

古い文章で書いており残念ながら古い文学と言える。しかしテーマは現代小説につながるものだっ

た。更に更に残念でならないのは、この小説を書いた半年後に２４才の若さで亡くなっている。

こう言った暗中模索している時に、さっそうと登場したのが漱石だった。

漱石は「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」を著した。文章は言文一致のまったく新しいもいのであ

り、心理描写と言う点ではやや物足りないが、ユーモアとウイットに富だ日本文学史上、革新的作

品であった。さすが漱石「三四郎」「それから」「門」とつながる三部作ぐらいから、人間の心理を

ものの見事に描き出した。つまり江戸文学に終止符をうち、現代文学の扉を叩き２０世紀の文学を

生み出したのだった。近代文学・現代文学はイギリスに２年間国費留学した明治のエリート中のエ

リート、英文学の大家、漱石によって開花したのだった。私は漱石を「あっぱれ漱石日本一!!」と
讃えたい。

『クラブ年次総会』の開催について

会長 若狭 豊 会長ｴﾚｸﾄ 上杉 輝子

指名委員会において選出されました次年度の理事・役員につきまして、会員の皆様からご承認をいた

だきたく、下記のとおり『クラブ年次総会』を開催いたしますので、ご出席いただきますようご案内申

し上げます。 また、ご欠席の場合でも理事・役員へのご指名をさせていただくこともあるかと思います

ので、ご承諾下さいますようお願いいたします。

日 時 １２月１日（木）19:00 例会点鐘 19:30～ 20:00 年次総会

※卓話はありません 場 所 ホテル日航金沢 ５階「松の間」

年忘れ例会のご案内

クラブ管理運営委員長 東海林 也令子 親睦委員長 井 上 正雄

１．日時 １２月１５日（木） １９：００開会（～２１：３０頃）

２．場所 ホテル日航金沢３Ｆ ｢孔雀の間｣

３．会費(1)会員 6，000円(2)ご同伴者（成人）9，000円(3)お子様（大人料理）6，000
円 (4)お子様（子供料理）4，000円
４．その他 (1)オークションに出品される方は、当日出品票（別紙）を添えて品物をお持ち下さい。

なお時間の都合上、お一人一品限りの出品とさせて頂きます。
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晩秋の木漏れ日 県立美術館前にて

クラブ例会予定
11/24 勝山達郎会員

12/1 年次総会（卓話なし）

12/8 村上咏実子会員

12/15 年忘れ例会

12/22 服部敦史氏

1/11（水）８ RC合同新年例会
1/26 石田寛人氏

元チェコスロバキア大使

2016～ 17 役員・理事・委員会

(役員）会長：若狭豊 ｴﾚｸﾄ：上杉輝子 副会長：藤間勘菊 宮永満祐美 幹事：武藤清秀 副幹事：大路孝之

会計：西村邦雄 SAA会場監督：布施美枝子 直前会長：魏賢任

（理事）クラブ管理運営委員長東海林也令子 奉仕プロジェクト委員長川きみよ

会員組織委員長 金沂秀 広報委員長矢来正和

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智

(委員会)
クラブ管理運営委員長：東海林也令子 副：井口千夏

親睦： ◎井上正雄 大沼俊昭 勝山達郎 北山吉明 相良光貞 竹田敬一郎 道端勝太 村上咏実子 森眞一郎

衣川昭浩 山崎正美

例会：（プログラム/出席） ◎井口千夏 上田喜之 辰巳クミ 水野陽子

SAA： ◎布施美枝子 井上正雄 上田喜之

ニコニコ：◎表 靖子 井上正雄 矢来正和

友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP検討 ◎江守 巧 炭谷亮一 後出博敏

富山西 RCとの交流◎岩倉舟伊智 木場紀子 谷伊津子 野城 勲

金沢北 RCとの交流 ◎藤間勘菊 杵屋喜三以満 二木秀樹

その他友好クラブ ◎石丸幹夫 大路孝之 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長:東海林也令子
奉仕プロジェクト委員長：川きみよ 副：大路孝之

職業：◎村田祐一 永原源八郎 二木秀樹

社会（新世代・青少年を含む）：◎永原源八郎 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子

国際：

世界社会奉仕（Ｒ財団）ラオス支援 ◎炭谷亮一 岩倉舟伊智 大路孝之 勝山達郎 金 沂秀 西村邦雄

描き損じハガキ ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞 竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美

米山奨学会 ◎藤間勘菊 上杉輝子 大路孝之 土田初子

青少年奉仕 国際青少年交換(日韓など）◎大路孝之 上杉輝子 江守 巧 高田重男 宮永満祐美 吉田昭生

直前委員長: :水野 陽子

会員組織委員長：金 沂秀 副：魏 賢任

会員増強： ◎魏 賢任 井口千夏 北山吉明 高田重男

修練 （ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） ◎北山吉明 杵屋喜三以満 木場紀子 吉田昭生

直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：表 靖子

広報: ◎上杉輝子 西村邦雄 矢来正和

ロータリー情報： ◎表 靖子 土田初子 布施美枝子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野村礼子

直前委員長 藤間勘菊

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 【会員拡大増強委員会】 委員 魏賢任 【広報委員会】 委員 藤間勘菊 【ロータリー財団委員会】

カウンセラー 炭谷亮一 【ロータリー米山寄付推進担当】 委員 大路孝之 【危機管理委員会】医師 石丸幹夫

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F〒 920-0852金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://100rc.jp/
事務局執務時間 月火水金 9：00～ 15：00休憩時間 12：00～ 13：00 木 15:00～ 20:00 休日（土日祝日)

事務局員 西村有里 幹事 武藤清秀
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