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プログラム委員会担当卓話
年間計画と待機児童問題について
プログラム委員会
委員長 飯 野

光

世

会員

年間計画は基本的には強化月間
にちなんで各担当委員会に卓話を
お願いしています。さらに新人卓
話は未経験者の方を中心に進めて
まいります。順番は決めていませ
んが、それぞれ都合のよい時によ
ろしくお願いします。また、外部卓話は様々な分野
の方をお招きします。皆さんが話を聴いてみたい場
合は是非、ご相談ください。
８月以降の主な内容は次の通り。
◆８月 会員増強・拡大月間
４日 ガバナー公式訪問
18日 会員増強委員会
25日 外部卓話（呉服店根本店主 根本紀太郎氏）
◆９月 基本的教育と識字率向上月間
１日 雑誌委員会
８日 外部卓話（いわき地域学会代表幹事 吉田隆
治氏）
◆10月 経済と地域社会の発展月間・米山月間
６日 米山記念奨学会委員会
13日 観月例会
23日 いわき分区ＩＭ
27日 クラブ協議会
◆11月 ロータリー財団月間
10日 ロータリー財団委員会
◆12月 疾病予防と治療月間
１日 年次総会
22日 年忘れ会
◆１月 職業奉仕月間
５日 新年例会
2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

12日 職業奉仕委員会
19日 クラブ協議会
◆２月 平和と紛争予防／紛争解決月間
２日 国際奉仕委員会
◆３月 水と衛生月間
２日 社会奉仕委員会
30日 クラブ協議会
◆４月 母子の健康月間
６日 観桜会
◆５月 青少年奉仕月間
11日 青少年奉仕委員会
◆６月 ロータリー親睦活動月間
１日 親睦活動委員会
15日 クラブ協議会
残った時間で皆さんに「待機児童問題」について
お話をしたいと思います。私は神社の神主のほかに
高月保育園の園長をしています。都市部を中心に待
機児童が増えている根本には保育士不足がありま
す。その原因の一つは過酷な労働条件です。法定労
働時間では１日８時間で週40時間ですが、法定労働
時間ができる以前に定められた保育所の基準では１
日11時間で週６日開所することになっており、単純
に計算すると週66時間勤務が必要になります。さら
に、保育所に国から支給される保育委託費は、利用
者が所得などに応じて負担する保育料を一旦、国庫
に入れてから保育士の配置基準どおりに支給されま
す。保育士の労働時間を長くしないためには配置基
準を超える人数を確保しなければならず、支給され
た委託費をシェアしているため低賃金となる負のス
パイラルに陥ってしまうのです。待機児童の解消に
は、保育士の労働環境の整備、給与体系の改善が必
須だと考えます。
★本日の例会案内 ７月21日（木） 12：30 ～
会員卓話 渡辺淑彦会員
お食事メニュー＝牛フィレステーキ温野菜添え
★次回の例会案内 ７月28日（木） 18：30 ～
納涼例会（会場：平三町目館ビアガーデン）

「人類に奉仕するロータリー」
Rotary Serving Humanity

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：鈴木弘康幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我
等の生業）
・四つのテスト
（阿
部弘行会員）
〕

★ 誕生祝

⃝米 山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届
きました。
⃝いわき市国際交流協会より「Ｉｗａｋｉ Ｖｉｓｉｏｎ」
が届きました。
⃝元 会員の前東邦銀行常務、小暮憲一さんより挨拶
状が届きました。

委 員 会 報 告
阿部弘行会員

三瓶 和秀さん
（７月20日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
◆入会式・新入会員紹介（企業交代）
⃝福島テレビいわき支社長
鈴木賢司様
生まれは平四町目で、高校卒業ま
でいわき市にいました。年齢は 51 歳、
独身です。入会を機に皆様が引き継
鈴木賢司様
いで来たことを、きちんと勉強させ
てもらい、少しでも役に立てるよう
努力してまいります。
⃝東邦銀行いわき営業部長
久家文寿様
前任者との引き継ぎでも挨拶しまし
たが、正式に入会を認められました。
前任地が小名浜支店で、小名浜ＲＣに
久家文寿様
入会していました。いわき平ＲＣでも
皆様と一緒に、しっかりと活動してまいります。

◆会長挨拶ならびに報告
きょう７月 14 日はフランスで「パリ
祭」という祝日になっています。フラン
ス革命のきっかけで、民衆がバスチー
ユ牢獄を襲撃し政治犯を解放した日で
す。ここまでは教科書にも載っている
話ですが、実は解放されたのはたった
７人の老人で、うち４人は文書偽造犯、
２人が狂人、残る１人は素行の悪い伯爵で政治犯は１人
もいなかったということでした。それでいながら、ここ
から革命が始まったという不思議な話です。
牢獄というと残虐非道のイメージがありますが、バス
チーユは自分の家具を持ち込むことが出来た上に専属の
コックや使用人を雇うことも可能だったそうで、図書館や
遊戯室まであったといいます。食事も昼食は３皿、夕食
は５皿、嫌いなものは取り換えることも出来たということ
で、イメージと全然違っていたようです。
しかし、この後、ルイ 16 世やマリー・アントワネット
が処刑される歴史の大きな流れになっていきました。参
院選が終わって今は都知事選で騒がしいようですが、何
が起こるか分からないのが世の中だと感じました。

◆幹 事 報 告
⃝郡山ＲＣより会報が届きました。

◆ 出席委員会（池田直彦委員）
例会日
７月 14 日

基本会員数 出席者
50 名

31 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
三瓶和秀さん、松﨑倫久さん、阿部弘行さん、有賀
行秀さん、山崎洋次さん、大久保健蔵さん、松﨑勉さん、
以上８件
飯野光世さん。
◆米山記念奨学会委員会（松崎浩委員長）
三瓶和秀さん、阿部弘行さん、松﨑倫久さん、浅倉
哲也さん、有賀行秀さん、大久保健蔵さん、松﨑勉さん、
以上８件
飯野光世さん。
◆雑誌委員会（山﨑慶一委員長）
○ロータリーの友７月号「見どころ読みどころ」
横組 ジ ョンＦ・ジャームＲＩ会長の人となりを扱
った特集。佐久間英一第2530地区ガバナーは
じめ各地区ガバナーの紹介
縦組 今年度から始まった「わがまちの味」。話題が
豊富になる卓話の泉、俳壇・歌壇・柳壇も、
ぜひ一読ください。
◆第2530地区活動報告（吉田仁平国際交流委員）
10日に郡山市で地区の総会が開かれ出席して来まし
た。５大奉仕委員会の委員長、ロータリー財団、米山
記念奨学会の各委員長らが今年度の方針を話されまし
た。当クラブの関係委員長さんらも９月24、25日の地
区大会の前に、ぜひ地区のセミナーに参加されるよう
お薦めします。

◆スマイルボックス委員会（代理・大久保健蔵会長エレクト）
♥三瓶和秀さん（誕生祝ありがとうございます。飯
野委員長卓話よろしくお願いします。鈴木さん久家
さんこれからよろしくお願いします）♥阿部弘行さ
ん（S.A.A の阿部です。座席指定を失念しておりま
した。来週から委員会ごとの指定席となります。申
し訳ございません）♥黒須幸雄さん（三瓶会長鈴木
幹事１年間御苦労様です。ベストを尽くして下さ
い）♥志賀康朗さん（磐城高校創立 120 周年おめで
とうございます）♥山﨑慶一さん（ロータリーの友
をお読み下さい）♥久家文寿さん（新会員としてお
世話になります。よろしくお願いします）♥関口武
司さん（失礼、先週誕生祝の支払忘れました）♥鈴
木東雄さん（早退します。よろしく）♥飯野光世さ
ん（プログラム委員会の卓話よろしくお願いします）
♥高橋康二さん（飯野さん卓話よろしくお願いします）
♥有賀行秀さん（飯野さん卓話よろしくお願いします）
♥山崎洋次さん（卓話よろしくお願いいたします）♥
佐々木芳弘さん（飯野さん卓話よろしくお願いします）
♥大久保健蔵さん（飯野さん卓話よろしくお願いしま
す）

以上 14 件
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