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桜の花が満開です。まさに春爛漫です。
今日の午前中「ロータリーの森」に行って来まし
た。
周りの桜も見事に花を咲かせ満開でした。
「ロ
ータリーの森」
の東口に看板が立っています。
「未
来の子供たちのためにみどりや森を大切に育てま
しょう」そして裏には、ふる里の森「全国の県木、
と書かれています。
市木 60 余本を育てています」
そして西口にも看板を今年度中に立てる予定です。
環境保全委員会が手配してくれています。カンバ
ンには「自然の恵みを未来の子供達へ」です。ロ
ータリーの森を大切に育てて行きたいものです。
草木程季節をたがえず毎年花を咲かせて春を運ん
で来てくれます。
「春」って響きが良いですね。この年になっても
心が浮かれます。
又、春は出発の季節です。渡り鳥が入れ替わり、
入学，進級，進学，そして入社と一年の、また人
生の節目に当たります。特に学生から社会人にな
雑誌月間
４月２５日（金）
例 ４月１８日（金）
卓話 中島 泉君
会 祝福
予 卓話 梅田 英夫君
定 卓話 貴田 永克君
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２０１４年４月１１日（金）第２１８０回（４月第２例会）
る若人にとっては、いつもの春にまさって生涯の
転機になる事でしょう。又、今年の春は消費税増
税等で浮かれてばかりにはいられませんね。円高
やデフレ経済からやっと脱しかけ明るさが見えて
きた今の時期になぜ？日本経済におよぼす影響は
大きなものになる様な気がしてなりません。アベ
ノリスクにならなければ良いのですが…
さて、いよいよ来週の 11 日には春日井 RC 創立
45 周年記念式典例会です。これまでの歴代会長、
役員をはじめ、
皆様の素晴らしい実践と、
指導力、
そして会員相互の協力の下、45 周年を迎える事が
出来ます。心より感謝致します。45 周年は〝質素
〟にやろうと始まり姉妹提携クラブ様も招待する
事なく進めて参りましたが、大勢のご来賓の皆様
がご臨席下さいます。失礼の無い様、感謝の心を
こめての接待をしたいと思います。この例会後最
終の打合せ会を開きます。どうか春日井 RC 会員
一丸となり〝質素〟なりにも春日井 RC に相応し
い式典にしようじゃありませんか。どうぞご協力
をよろしくお願い申し上げます。
幹事報告
幹事
加藤久仁明君
第 10 回理事役員会報告 日時：2014 年 4 月 4 日
（金）審議内容
第 1 号議案：3 月一般会計報告承認の件
第 2 号議案：大橋完一君、山田治君出席免除承認
の件
第 3 号議案：5 月 9 日例会を夜会例会に変更承認
の件 18：00 開会
第 4 号議案：第 11 回理事役員会時間変更承認の
件 17：00 開始
上記審議事項すべて承認可決
45 周年記念式典集合時間：当日役が有るメンバー

５月２日（金）
休会定款６－１

５月９日（金）
夜間例会 18 時～
ホテルプラザ勝川

E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

15：30 役の無いメンバー 16：15 ホテルプラ
ザ勝川 4F メンバー受付
45 周年記念ネクタイを着用の事
◎例会変更の案内
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出席報告
会員 58 名
先々週の修正出席

４月２１日(月) ４月２２日（月)

45 周年記念の為
４月１４日(月) ４月１４日（月) 18；00

春季会員・夫人懇親会の為未定
４月２２日(火) ４月２４日（火)

早朝例会の為 成田山
４月２４日(木) ４月２４日（木)18：30

夜間例会の為久レストンホテル
４月１８日(金) ４月２０日（日) 8：00

家族会の為 長浜まち歩き
委員長
欠席 17 名
欠席 0 名

伊藤 一裕君
出席率 88.9%
出席率 100%

ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○皆様に感謝して。
磯野 俊雄君
○フルーツパークのしだれ桜がきれいに咲きまし
た。
大橋 完一君
○本日はよろしくお願い致します。日比 雄将君
芝田 貴之君
○芝田・日比会員の卓話が聞ける喜びで。
貴田 永克君
○ニューフェイスの卓話に期待して青山 博徳君
○卓話楽しみにしています。
速水 敬志君
○卓話を聞く喜びで。
伊藤 一裕君
梅田 英夫君
太田 弘道君
岡田 義邦君
岡嶋 良樹君
加藤久仁明君
加藤
茂君
風岡 保広君
加藤 宗生君
北
健司君
小島 啓冶君
志水ひろみ君
社本 太郎君
杉山 孝明君
杤本 正樹君
峠 テル子君
名畑
豊君
中川
健君
長谷川英輝君
蓮野 美廣君
古屋 義夫君
森田
誠君
松尾 隆徳君
屋嘉比良夫君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君
卓話
日比 雄将君
本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうござ
います。
東海テレワークの日比たけまさです。よろしくお
願いいたします。
始めに簡単に自己紹介をさせていただいた後、今
取り組んでいる東海テレワークについてお話をさ
せていただきます。

私は昭和 48 年 4 月生まれで現在 40 歳、今月 16
日には 41 歳の誕生日を迎える予定です。生まれ
は名古屋市ですが、父親が転勤族であったため、
その後全国を転々とし、小学校 2 年生から大学を
卒業するまでは東京で過ごしました。
しかし就職に際しては、両親が名古屋の人間で、
親戚等もみな愛知県在住であったことから、東京
と愛知の両方で就職活動を行いました。
そして
「地
域の発展とともに成長できる会社に入りたい」と
いう私の思いを一番叶えられると感じた中部電力
株式会社に決め、平成 8 年に入社しました。
入社してから 12 年間は普通の会社員として営業
部門や人事部門に所属していました。春日井ロー
タリーのメンバーである山田さんは、現在、私の
職場の長になりますが、12 年くらい前にも、部署
は違ったもののよくご指導をいただきました。そ
んな私の会社生活に転機が訪れたのは平成 20 年。
当時は営業部門におりましたが、その時の上司に
「労働組合から組合役員としてのオファーがある
けどどうする？断ってもいいぞ！」という話を受
けました。
言い方はこんな感じですが、たいていこういう時
には「根回し」がされているものです。よほど嫌
であったならば断わるという選択肢もあったかも
しれませんが、私はあんまり深く考えない性分な
ので、行きます！と二つ返事をして、以降、会社
とは少し離れた生活を送ることになりました。
労働組合とは組合員の生活向上のために、労働条
件の交渉やレクリエーション活動、時には個人的
な相談等を行います。多岐にわたる仕事ですが、
それまで会社業務にしか目が向かなかった私にと
って、視野が大きく広がる有意義な機会でした。
その中の一つが政治活動です。仕事とはいえ、初
めて様々な議員と直に話をすることができ、それ
まで自分が思い描いていた議員像、例えば、遠い
存在であったり、日常生活からはかけ離れた話を
しているといったイメージが払しょくされるとと
もに、それまで政治について無関心に近かった自
分に、議員の仕事をもっと知ってもらいたい。特
に自分たちの世代や若い世代に政治について関心
を持ってもらいたい。
との気持ちが芽生えました。
そんな中、3 年前に愛知県議会議員選挙に立候補
をさせていただく機会を得て、現在に至っており
ます。
これまで、3 年間様々な活動をさせていただきま
したが、今、特に力を入れている活動が、テレワ
ークです。
みなさんは「テレワーク」という言葉をご存知で
すか。
テレワークとは「ＩＴを活用した、場所や時間に
とらわれない柔軟な働き方」を指します。このテ
レワークは現在の日本が抱える大きな問題＝「少

子高齢化による労働力の低下」に対する解決策と
して、大いなる可能性を秘めている新しい働き方
であると私は思っています。というのも、今後、
一定の労働力を維持するためには、人種・国籍・
性・年齢を問わずに人材を活用することが必要と
なります。その際、女性、障がい者、高齢者など
の方には外に働きに出ることが困難な方がたくさ
んみえますので、テレワークを活用して就業機会
の提供、さらには雇用の創出を図っていきたいと
思っております。
テレワークは 1980 年代に導入されました。当初
は在宅等で電話やファクシミリを活用して行える
働き方として注目を集めましたが、「働き方の変
革」となるだけに、多くの企業において実験的な
形にとどまってしまいました。
その後、90 年代後半に入り、インターネットによ
る情報通信ネットワークが急速に発展し、さらに
携帯電話やノートＰＣが普及し始めると、モバイ
ルワークが新たな主流となり、テレワークが再び
脚光を浴び始めます。先週、国土交通省から発表
された最新データでは、
在宅型テレワーカー数
（週
に 8 時間以上働く人をテレワーカーと呼ぶ）は、
約 720 万人といるといわれています。
また、昨年 6 月に閣議決定された「世界最先端 IT
国家創造宣言」では「テレワークを社会全体へと
波及させる取組を進め、労働者のワーク・ライフ・
バランスを実現する」と明記され、政府も今、特
に力を入れている分野です。
一方、ここで障害者雇用の実態をお話しします。
まず、県内の障がい者数は約 33 万人で、その割
合は県人口（約 741 万人）の 4.37％となっていま
す。
次に、県内における民間企業に雇用されている障
「障
がい者数は、25,066 人。実雇用率 1.68％は、
害者の雇用の促進等に関する法律」に定められた
法定雇用率（2.0％）に届かないどころか、全国平
均の実雇用率 1.76％をも下回り、全国 41 位と低
位に位置しております。
雇用が進まない理由として、愛知県経営者協会が
実施した「障がい者雇用に関する調査結果」の中
では、障がい者を雇用するうえで苦慮する点を、
○ 安全面で不安がある
○ 職場の環境整備が難しい
○ サポートを行う職員を置かなければいけない
などを挙げています。これらは障がい者が「職場
で働く」ことにより発生する問題であることから、
私たちは「だったら在宅で仕事ができる環境を整
備しよう」ということで、先ほどのテレワークに
つなげたわけです。
東海テレワークは「テレワークの仕組みを活用し
て障がい者、引きこもり、育児や介護等で就労が
困難な方に就業機会を提供し、
新たな雇用の創出、

才能ある人材の発掘で社会貢献に寄与すること」
を目的に設立された団体で、こうした団体は全国
的にもほとんど存在しません。
ただし、設立間もない団体であることから、現時
点ではまだ実用化に向けた実証実験を行っている
段階です。
ここで、これまで東海テレワークで行った実証実
験の例を 2 点紹介します。
・お礼状（手書き）の作成：不登校のお子様を抱
えるお母さん（母子家庭）
（65 枚作成 労働時間約 22 時間 最低労働賃金
（758 円）を支給）
・名刺データの抽出作業：発達障がいをお持ちの
男性
（154 件のデータ入力 労働時間約 18 時間 最
低労働賃金（758 円）を支給）
ご協力いただいた方からは「これまでは思うよう
に外に出られず仕事ができなかった。こうしたシ
ステムがあると本当に助かる」
、
「弱者に将来希望
が持てるような社会にしていくためにもテレワー
ク事業を確立する必要があると思う」といった声
をいただき、方向性が間違っていないことを確認
しつつあります。
もちろん、課題はこの先山ほどでてくると思いま
すが、こうした活動によって障がい者や引きこも
り、育児や介護等で就労が困難な方への自立、社
会進出をより円滑に支援することが可能となるの
ではないでしょうか。
今回、
このようなお話をさせていただいた理由は、
「普及」を進めたいからです。ぜひ、みなさまに
も知っていただき、在宅で就業できる仕事を私た
ちにご提供いただけると大変ありがたいです。も
ちろん、すぐに正規雇用というわけにはいかない
かと思いますので、先ほど述べた、実証試験のよ
うな形でも構いません。一緒に勉強していただけ
ると助かります。もちろん、障害者雇用に関する
県の補助制度などについてもお伝えしたいと思い
ます。
本年 11 月 21～23 日にかけて、ポートメッセ名古
屋にて第 35 回全国障害者技能競技大会（アビリ
ンピック）が開催される予定であり、障がい者雇
用の促進を図る絶好のチャンスが到来します。ぜ
ひみなさまのご協力をお待ちしております。あり
がとうございました。
卓話
芝田 貴之君
自己紹介卓話を、皆様の前お話させていただく機
会を与えていただきこころより御礼申し上げます。
私は、名古屋市にて４８年１２月１３日に極普
通？なサラリーマン家庭に生を受け今年で４０歳
になります。仕事は、春日井市細木町で浄化槽の
設計・施工・維持管理業、そして給排水衛生設備

工事を春日井市指定工事店として営んでおります。
（卓話では商売の話をするのをわすれました・
・
・）
小、中学を卒業し、様々な経験？？？を経て、１
６･７歳で社会に出て、
職人の道を選び親方につい
て仕事を学びました。その後、現場を離れ、サラ
リーマンとなり施工管理の道へ進みしましたが、
何も目標も夢も無いまま、与えられた仕事をこな
しすごしており、１～２年働かしていただきまし
た。そんなころ違う事がやりたいと思い退職しよ
うと、上司に相談したところ、施工業で独立した
らどうだと進められ、何も考えず今の社業の原点
となる浄化槽施工業を１９歳で個人事業を創業し
ました。
そのころは、周りの同級生よりは少々小銭を稼が
せていただけましたが、
言葉使いも分からないし、
ただ勢いで仕事をしていたような気がします。そ
んなころこんな私も家庭を持ち、妻と二人の娘を
授かりました。しかし、若いからといって片付け
てはいけませんが、家族のため、ましてや、世の
ため・人のため、に何かをするなんて少しも思わ
ず、自分本位な考えでしかなく、すべての事を自
分のためにしていた気がします。
運命の転機
創業し２・３年経ちますと、私も１０年以内に法
人化するなんて夢をみておりました。しかしその
後何年かは、仕事→家で寝る、そんなルーティー
ンな毎日を過ごしておりました。２８歳になるこ
ろ事業も少し拡大傾向になり、守山から近い春日
井に資材置き場を探していたときです。空き地に
目に付いた某！！河村不動産の看板場があり問い
合わせを致しました。担当者の河村さんはすごく
丁重に？？？物件を紹介していただき、資材置き
場を契約させていただきました。そのとき K 村さ
んが、「君！青年会議所って知ってる？？入会し
ない？」とお誘いを受けました。青年会議所？商
工会議所？青年団？なんかよく分からないけど、
春日井に知り合いもいないし商売に少しでも繋が
ればと思い即、入会を決めさせていただきました。
今思うと最大のチャンスを河村さんにいただきこ
ころから感謝です。春日井青年会議所に入会し、
様々な経験をさせていただきました、そこでの学
びがあったからこそ、自分本位な考え方から、す
べての人や物にまで、感謝するこころや他人を思
いやるこころを育むことができました。
名畑さん、河村さんに再度ご縁をいただき、その
ご縁を大切にして、春日井ロータリークラブに入
会させていただきました。生まれは名古屋であり
ますが、今の私を育ててもらったのは春日井です。
このまちに少しでも貢献できるよう、ロータリー
活動を頑張ってまいりたいと思います。
まだまだ、40 歳の若輩者ですので、先輩諸兄のみ
なさまからご指導ご鞭撻賜りたいと思いますぼで

どうかよろしくお願いします。

卓話

日比 雄将君

卓話

芝田 貴之君

岡嶋君 バナー掛け 寄贈

