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第 1144 回例会報告                             5 月  24 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  5 月   31 日（水） 次週予告  6 月   7 日（水） 

◎ソング 「我等の生業」 

                          馬場 和代 会員 

◎プログラム 卓 話         

栗田 義博 会員 

◎ソング 「我等の生業」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム 卓 話 

        小山 一子 会員            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 ワークライフバランスの向上などに向けて日本

では、職場外で働く「テレワーク」の普及に国を

挙げて取り組んでいます。 

 働き方改革の一環として当制度を導入する企業

も相次いでおり、今年 4 月には富士通が全社員約

3万 5000人を対象にテレワーク勤務制度を正式導

入しました。ユニ・チャームや三井住友海上、マ

ンダムなども在宅勤務制度を導入しており、2016

年情報通信白書によると、約 2 割の企業がテレワ

ークを導入している・導入予定があると回答しま

した。 

 政府は、「2020 年までにテレワーク導入企業を

2012 年度比で 3 倍」「週 1 日以上、終日在宅で就

業する雇用型在宅テレワーカー数を全労働者数の

10%以上」にすると目標設定しています。 

 在宅勤務は労働者にとって、育児や介護などを

しながら働きやすくなる、通勤時間を削減でき自

由時間が増えるなどのメリットがあります。企業

にも、柔軟な働き方を認めることで優秀な人材が

確保できる、オフィススペースに必要な経費や通

勤手当が削減できるなどの利点があると言われて

います。 

 しかし今、以前から在宅勤務を推進してきた海

外の大手企業が、同制度を廃止する方向に舵を切

っているのです。THE WALL STREET JOURNAL は今

月、数十年にわたって在宅勤務を推進してきた米

IBM が同制度の廃止を決め、数千人の従業員にオ

フィスで働くか退職するかの決断を迫っていると

報道しました。フルタイム雇用者の約 25%がなん

らかの形で在宅勤務していた米ヤフーも、2013年

社員の在宅勤務を禁止し、オフィスへの出勤を義

務付ける方針を明らかにしたそうです。 

 在宅廃止に舵を切るのは、「チームワーク」「一

体感」「コミュニケーション」不足や、期待した程

オフィス・不動産コストの節約が実現しなかった

ためだと見られていますが、狙いは、オフィスに

集めて勤務させることでコラボレーションを改善

させ、仕事のスピードアップを目指すことです。 

 在宅勤務の先駆者だった企業が同制度の廃止を
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決めたという報道はネット上で話題となっており、

反響が続々。「これが現実」「隣の席でもコミュニ

ケーション取れていないのに、論外」「やっぱり顔

を合わせて話さないと上手くいかない」「無理があ

る」という声があるのです。一方で、「残念」「難

しい問題」「IBMがダメだったら、他のどの企業も

無理」「悲報すぎる」など戸惑う声も多いそうです。 

 我が国と全く逆の方針を取ろうとしている米

IBM や米 Yahoo の方針転換が日本にどのような影

響を与えるのか、注目が集まっています。 

 

 今日の本は「野心のすすめ」 講談社現代新書 

林真理子著 です。 

「やってしまったことの後悔は日々小さくなるが、

やらなかったことの後悔は日々大きくなる」をモ

ットーとする作家・林真理子。中学時代はいじめ

られっ子、その後もずっと怠け者だった自分が、

なぜ強い野心を持つ人間になったのかを自叙伝風

に語っています。 

 全敗した就職試験、電気コタツで震えたどん底

時代を経て、『ルンルンを買っておうちに帰ろう』

で鮮烈な作家デビューをしました。その後のバッ

シングを振り返り、野心丸出しだった過去の自分

に少し赤面しながらも、“低め安定”の世の中に

敢えて「野心」の必要性を説いています。 

 ここ数年、世間では身近な日常に幸せを感じた

り、手の届く範囲内で満足感を得ることが賞賛さ

れる風潮がありますが、そのような人間が増えて

しまうと経済が停滞し、国や国民にとって良いこ

とではありません。しかも、彼らが創り上げたマ

イノリティを排除する空気は国にとって有能な人

間（経営者・高額納税者）を締め出すことにもつ

ながります。 

 そもそも日本は資本主義であることを忘れてい

る人間が多いと思います。企業も人も停滞してい

たら淘汰されるのが資本主義です。バブル期は終

身雇用や年功序列が当たり前で、年金保険・生活

保護と最低限のセーフティーネットによって弱者

は守られてきました。しかし、今の日本にその制

度を維持するだけの財政的ゆとりはありません。

一個人が稼いで家族を守らなくてはならない時代

になったと言えます。女性だけではなく男性も野

心を持って生きたいものです。 

 

 

橋本有輝会員の卓話です。 

 

（原稿は次号掲載） 

                  

 

○古川 彰治 君 

年度末が近づきました。久し振りのニコニコ。 

イタリアンオープンに行ってきました。 

 

○蓮尾 春輝 君 

第三グループの親睦ゴルフコンペで準優勝でした。 

ダブルパーのところがピッタリ入ってハンディに

めぐまれました。一緒に回った大西先生の飛びに

びっくりしました。No4のロングで、真中の木を

超えていました。後はアプローチですね。 

 

○川添 裕照 君 

先日久しぶりに野球ナイター観戦しました。 

たまにはいいものですね。ニコニコ。 

 

○草野 旦 君 

特に書く事なし・・・・。ニコニコ。 

 

○桑田 昭世 君 

晴れの続いた日々ばかりの五月で暑い日も有りま

した。久し振りの雨できっとあじさいの花が美し

く咲いてくれる事でしょう。ニコニコ。 

 

○阪上 栄樹 君 

先日の日曜日の際 3 グループゴルフコンペに多数

の会員家族にご出席頂きありがとうございました。 

 

本日のニコニコ   39,000円 
本日までの合計 1006,820円 

 

プログラム 

ニコニコ箱 
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□ソング 

「それでこそロータリー」  

                          小山 一子 会員 

□お客様 

林 小絵 様（ホシコさん 笑いヨガ講師） 

井上 葉子 様 （馬場会員のご友人ﾞ） 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 27  87.10 

前々回 

5/10 
33 2 31 26 3 93.55 

 

リフレッシュ・エクササイズ №287 

              小山 一子 会員 

 

★24期・第 8回、通算 287回目の「リフレッシュ・

エクササイズ」です。よろしくお願い致します 

◆新緑が目に染み入る美しい時となりました。 

日中は、早くも真夏日言われるほど暖かですが、

寒暖の差が激しく体調を崩しやすく、「木の芽時」

とも言われています。 

◆人も草木も一斉に成長を致します。冬からの切

り替えが上手く行かず心身のバランスが崩れます。 

◆一気にバランスを整えるエクササイズ、夏用の

心身に移行させます。ご一緒にどうぞ！ 

1）足を腰巾に開き、前回の「火吹き竹」深呼吸を

意識し身体中の関節を全部使いながら深呼吸 2 回。 

2）足を腰巾の 2倍に開き両手を肩の高さに構える。 

3）そのままの姿勢で息を吸いながら右手をうえに

上げ（目で見る）、吐きながら左足の外につきます。

（ご自分の身体の声を聞きながら無理なく。ヒザ

は伸ばしたままで、ヒザ・スネ・足首など、無理

なく届くところを持ちます） 

4）暫くそのままで自然呼吸します。 

5）吸いながらゆっくり・ゆっくり上体を起し、次

は反対を行います。 

6）普段上にある頭を下にしますので、脳細胞が一

段と活性化致します。 

7）足踏みして呼吸を整え親指を外にして笑顔でし

っかり「クンバハカ」して終わります。 

★一日に気が付いた時に行ってみて下さい。気分

転換にもなります。次回をお楽しみに！ ―完― 

                  

5 月誕生日の橋本会員です。年末には 5 人目のお

子様誕生です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今週の本 

「野心のすすめ」 講談社現代新書  

林真理子著  

 

 

 


