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第 14回 [ 3056 ]回目 例会報告  令和３年 (2021） １２月２日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             
 
◆国歌 ◆ロータリーソング〔奉仕の理想〕鈴木重忠            
 
◆四つのテスト 鈴木牧子 職業奉仕委員長 

 
【 12月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１２月 ２日 石川とよ様（邦俊会員）   １２月 ７日 紺野靖子様（容樹会員） 
 

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 12月 8日 村上裕司 会員 ♫♫♫♫♫ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

まずは、このネックのプレートですが、佐藤真也会員に新しい物 

を作っていただきました。今後はこのプレートを使用いたします。また、財団から飯坂

ロータリークラブに２０２０年２１年度達成したので、バナーがまいりました。先週の

土曜日、財団セミナーが郡山で、日曜日は喜多方で佐藤正道ガバナーエレクトの壮行会

と酒井義盛パストガバナーの壮行会に参加してきました。詳細は後ほど佐藤喜市郎会員

と安斎ガバナー補佐よりご報告していただきますが、会長の時間ということで、日曜日

の喜多方のお話をいたします。当日は午後からでしたが、積雪したという情報もあり、

あえて高速を使わずに、土湯から喜多方へ向かいました。案の定、道の駅の土湯あたり

を過ぎたら、だんだん雪が積もってきまして、土湯の長いトンネルまで圧雪した道路でした。時間帯的に午前１１

時くらいだったのですが、事故もなく良かったなと思いました。帰りは米沢を通って帰ってきたのですが、こちら

の道路はノーマルタイヤでもギリギリ大丈夫のような状況でした。以上、会長の時間を終わります。 
 
◆幹事報告 生田目正志 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」１２月号  「ガバナー月信｣ １２月号 №6 

 Ｂ．メーキャップ報告 
１１／２７   地区補助金管理セミナー           村上裕司、石川邦俊、佐藤喜市郎、安斎忠作 各会員 
１１／２８   佐藤正道ガバナーエレクト国際協議会壮行会  村上裕司、安斎忠作、佐藤真也 各会員 

酒井義盛パストガバナー規定審議会壮行会 
 
◆地区補助金管理セミナーの報告 佐藤喜市郎 委員長 

地区補助金管理セミナーが郡山で行われました。内容は皆さんへの寄付のお願いで、そのお金をどう使うかとい

う説明がありました。わかりやすくご説明しますと、地区管理ですので、要するにそのクラブで補助をもらってや

るということだけではありません。２５３０地区として、ロータリーはこれをやっているのだということが加味さ

れれば、補助金はおりると私は解釈しております。事実そうです。もう一つ、気にかかったのは、寄付の０クラブ

をなくそうということですが、この財団の締め切りは１１月３日締めなのです。当クラブは１１月いっぱいなの

で、他クラブもそうですが、“０”になっているのです。今後は今月いっぱいとか、そういうことになれば０クラブ

ではないクラブが増えると思います。これは、感じたことを私的にご報告させていただきましたが、そんなことで

行ってまいりました。このバナーですが、当クラブは２０年２１年と２年続けて全て達成しておりますことをご報

告させていただきまして、私からの地区のご報告とさせていただきます。 
 
◆「佐藤正道ガバナーエレクト国際協議会壮行会」「酒井義盛パストガバナー規定審議会壮行会」の報告 安斎忠作ガバナー補佐  

 財団の講習会が１１月２７日、その翌日２８日には、佐藤正道ガバナーエレクトと酒井義盛パストガバナーの壮

行会が、喜多方で行われました。来たる１月１６月より国際大会がフロリダ州オーランドで開催され、次期ガバナ

ーの佐藤正道ガバナーエレクトが出席します。また、４月１５日より規定審議会がイリノイ州エバンストンで行わ

れます。今回、酒井義盛パストガバナーがＲＩ規定代表委員として出席されます。先ほど、村上会長さんが喜多方

から北に行って米沢から帰ってきたということでしたが、私はたまにはガバナー補佐みんなで懇親をやろうとい

うことで、猪苗代に一泊しながら、懇親を深めて翌日帰ってきました。以上、ご報告いたします。 

会員総数 41 名  

出席会員 33 名  

欠席会員 18 名 

出席率  80.49% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 
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言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 
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◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 小委員長 【合計４１ｓ】 
吾妻 一夫会員 ５ｓ 菅野さんスピーチたのしみにしています。    鈴木 義明会員 ３ｓ 菅野さんスピーチたのしみにしております。 
佐藤 真也会員 ３ｓ 菅野浩司直前会長のスピーチ楽しみにしてます。石川 邦俊会員 ３ｓ 菅野会員スピーチ楽しみにしています。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 菅野直前会長のスピーチ楽しみにしてました。  鈴木 牧子会員 ３ｓ 菅野直前会長のスピーチ楽しみにしています。 
油井 明則会員 ３ｓ 菅野直前会長のスピーチ楽しみにしています。 
渡辺 達也会員 ３ｓ 妻にたんじょう日のお花ありがとうございました。今日は菅野浩司さんのスピーチ楽しみにしています。 
服部 裕一会員 ２ｓ 本日の菅野直前会長のスピーチ大変・大変・大変楽しみにしておりました。宜しく宜しくお願い致します。 
村上 裕司会員 ２ｓ 菅野会員のスピーチ宜しくお願いします。      生田目正志会員 ２ｓ 菅野会員のスピーチたのしみです。 
千葉 政行会員 ２ｓ 菅野会員スピーチ楽しみにしてきました。      中島 定宏会員 ２ｓ 菅野会員のスピーチ楽しみにしてきました。 
菅野 浩司会員 ２ｓ 本日スピーチさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
西條 博之会員 ２ｓ 菅野さん、スピーチたのしみにしています。 
渡辺 哲也会員 １ｓ 菅野直前会長のスピーチ楽しみにしています。よろしくお願い致します。  

◆会員スピーチ  菅野浩司 会員 

本日は貴重なお時間をいただき、また先ほどは、スマイリングボックスに過分なるご期待
を頂戴し、誠にありがとうございます。但し、予め申し上げておきますが、おそらく皆さん
のご期待にはお応えできないと思います。話がつまらなくてもお金は返金いたしませんので、
ご了承ください。2012 年（平成 24 年）に飯坂ロータリークラブに入会させていただき、来
年7月で丁度10年となります。当然そのときに新会員スピーチをさせていただきましたが、
その時にお話しをした私の生い立ち等重複する内容もありますが、ご了承ください。 

 私が当クラブに入会できたのは、佐藤真也会員の推薦があったからです。決して強引な勧
誘ではありません。ここが重要です！私と佐藤真也会員は、小・中・高まで同級生だったの
をご存じの方も多いと思いますが、その前とその後のお話を少しさせていただきます。私も

真也君も、あえて真也君と呼ばせていただきますが、飯坂で生まれ、小・中学校ではほとんど同じクラスで、福島
高校に入学してからは、私が文系、真也君が理系でしたのでクラスは別々でした。その後、二人とも東京に出るこ
とになります。東京では偶然近い場所に住むことになり、よく行き来しておりました。真也君は、その後仙台に引
っ越すことになりまして、その時に真也君が乗っていた原付バイクや趣味で集めていたギター数本を預かり、その
後ギターを東京から仙台まで届けたこともありました。スクーターは安く譲り受けたのですが、私もその後引っ越
したというのもありまして、そのバイクが邪魔になり、飯坂の実家に持って帰ろうと考え、その当時住んでいた川
崎市多摩区から飯坂まで 10 時間以上もかけて乗って帰って来たこともありました。スクーターなので高速道路は
使えず、4 号線をひたすらアクセル全開で走って来ました。本来なら、途中一回の給油で、ガソリン代数百円で済
んだところだったのですが、帰ってくる途中で、白バイに捕まり、罰金を払う羽目になり、安く帰省する計画は失
敗に終わりました。東京で学生生活を送った後、地元の企業に U ターン就職し、平成 14 年から、現在の社会保険
労務士として独立しました。真也君も稼業を継ぐために戻ってきてから、仕事上のお付き合いも始まり、ロータリ
ークラブにもお誘いいただき、ではなく、推薦してもらって入会させていただいております。入会した当時、私は
独身でしたが、真也君に今の嫁さんを紹介していただいて結婚することもでき、真也君にはホント頭が上がりませ
ん。小さい頃からお世話になりっぱなしで、この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。 

さて、本日はハラスメントについてお話しさせていただこうとスライドを準備してきましたので、ご覧くださ
い。12 月は職場のハラスメントの撲滅月間にもなっておりますし、先日の白岩会員の新会員スピーチでもお話し
がありましたが、来年の 4 月から中小企業にもパワハラ防止措置義務が発生してきます。マイロータリーの E ラ
ーニングにもハラスメントに関する研修コースがあり、私も PETS で受講させていただきましたが、ハラスメン
トのないクラブ環境づくり、またハラスメントが起こった場合の対応等についてロータリークラブでも重要だと
思いましたので、お話しさせていただこうと思いました。〇〇ハラと呼ばれるように、現在いろいろなハラスメン
トがあるといわれています。「セクハラ」、「パワハラ」、「マタハラ」等挙げたらきりがありませんが、そもそもハ
ラスメントとは何か。ハラスメントは、広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、
人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシャリティなどの属性、あるいは広く人格に関する言動などによって、相手
に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを言います。最近は、職場における「ハラスメント」が急増し、
人事管理上、深刻な問題となっています。今回法律でパワハラについて定義されましたが、これは、「職場におい
て行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働
者の就業環境が害されるものであり、この３つの要素を全て満たすものがパワハラと判断されるようになります。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。また、労
働者が被害を受け、不快と感じれば即パワハラとなるものではなく、「平均的な労働者の感じ方」で判断されます
ので、ここがセクハラとは大きく違うところです。セクハラは行為を受けた方が不快と感じればセクハラになって
しまいます。パワハラには、代表的な言動の類型として、「精神的な攻撃」というものがありますが、脅迫や名誉
棄損、侮辱、ひどい暴言などのことです。パワハラが問題になる場合、その部分の発言が切り取られて出回るケー
スがほとんどです。ですので、発言にはみなさんも気を付けるようにしてください。 

 最後にパワハラ等のハラスメントを無くすには何が大切かということでまとめさせていただきますが、論語か

ら孔子の言葉を引用させていただきます。それは「恕(じょ)」という言葉です。「怒(いかり)」という字に似てます

が、違います！「人への思いやり」という意味ですが、孔子はお弟子さんから「人として生きていく上で一番大切

なことを一つの言葉で言うとしたら何でしょうか？」ときかれ、孔子は「それは「恕」という言葉です。」と答え、

続いて「己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ」と言ったそうです。この意味は「自分が人からされて嫌だなと思

うことは、人にしてはなりません。」ということです。この教えを守っていけば、パワハラやハラスメントという

ようなものは無くなるのではないでしょうか。本日はご清聴ありがとうございました。  ◆閉会点鐘  会長 

 
■第７回理事会開催 12 月 2 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①2022-23 年度役員・理事選出（クラブ総会準備）について ②家族同伴新春初釜について ③新年夜間例会について 
 ④県北第二分区ＩＭについて（ホスト飯坂ＲＣ） ⑤会員増強について ⑥１月の例会プログラム ⑦その他 

《出席者》村上裕司、生田目正志、紺野容樹、吾妻一夫、服部裕一、伊堂里佳、菅野浩司、鈴木義明、渡辺賢司、渡辺達也、 
あ    安斎忠作、佐藤真也、畠 隆章、佐藤喜市郎 以上の会員 


