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次回の卓話

2009年11月25日（水）ガバナー公式訪問

「歴史に学び 変革と進歩を」

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上 有司様
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１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「里の秋」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話「ｽﾎﾟｰﾂﾒｰｶｰのWeb Marketingに

関する研究‐日韓ﾒｰｶｰの

ｳｪﾌﾞｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの比較分析‐」

米山奨学生 朴 燦浩様
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真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「就労支援に於ける

協力雇用主会の現状」

ガバナー補佐 小西喜代一様

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１１月１１日 出席会員31名 83.78％

１０月２８日 MUを加えて 81.08％

岡本桂四郎会長

●本日は大変お忙しい中、小西ガバナー補佐にご出席
いただいております。敬意を表し、バナーを贈呈させ
ていただきます。

●岸和田北RCがエイズ撲滅運動を実施していて、再来週
の11/25（水）に、山滝中学校にて講演会が開かれま
す。あいにく11/25はガバナー公式訪問と重複してい
ますので参加しづらい状況、ということを井上会長
に伝えました。その活動の趣旨につきご説明をさせて
いただきます。『アジアにおける急速な感染症拡大が
問題となっている中で、わが国は、先進国の中で唯一
感染者が増え続けています。厚生労働省エイズ動向
委員会の報告によると、2008年の新規HIV感染者は
1113人、新規AIDS患者は432人と感染者・患者ともに
5年続けて過去最高を記録している。特に20-30代の感
染者の増加が目立ち、1日4名以上が新たにHIVに感染
しているとされる。このため、エイズ対策の基本とな
る「エイズ予防指針」を見直す厚生労働省の検討会は、
若者に対する啓発活動の強化を決定しました。「お互
いの身体や心を思いやる「心の醸成」と豊かな人間関
係を構築できる「コミュニケーション能力の向上」を
図ることが大切」と指摘しています。例えば、家族と
日常会話の頻度が高い若者ほど性交渉の開始年齢は遅
く、経験比率が低いとの調査があることから、家族間
のコミュニケーションを促す活動や地元の保健所と学
校やPTAとの連携を強化し、予防教育や保護者向けの
講習会などに取り組む』とのことです。若者のコミュ
ニケーション能力はまだまだ開発されていくだろう、
と思っております。

国際ロータリー第2640地区

小西喜代一ガバナー補佐

（貝塚RC）

小西ガバナー補佐に

敬意を表してバナーを贈呈

●会合報告

11/ 4 RAC例会 山形会員・櫻井幹事・岡本会長

11/12 ワイン＆グルメ同好会が開催されます。

●例会臨時変更・休会のお知らせ
岸和田北RC・泉佐野RC・阪南RC
詳細につきましては、事務局宛お問い合わせ下さ
い。

●本日例会終了後、小西ガバナー補佐をお迎えして
クラブアッセンブリーを実施いたします。
各役員・委員長方々につきましては、ご参加いた
だきます様、よろしくお願いいたします。

櫻井新嗣幹事



例会委員会

石本喜和男委員長

本日、お手元に来週卓話を担当する米山奨学生の
朴燦浩さんが作成した資料をお配りしています。
彼は釜山のご出身で、お父様もロータリアンという
ことをお聞きしています。

この資料は現在、彼が大阪体育大学大学院にて研
究をしている内容となっております。来週の卓話に
ついてはこの研究テーマに沿った内容になる、との
ことです（卓話の時間は20分程度を予定）。その他
には韓国と日本の文化の違い等について卓話をいた
だく予定です。

国際奉仕委員会

櫻井昇委員長

国際ロータリー第2640地区

小西喜代一ガバナー補佐

（貝塚RC）

私は現在、「貝塚協力雇用主会」及「大阪府協力
雇用主会連合会」会長並びに「大阪府就労支援事業
者の会」の理事をさせていただいております。

協力雇用主会は法務省のご指導、厚生労働省の支
援で、更生保護4団体の一つとして活動をしており
ます。協力雇用主会という名前を初めてお聞きにな
った方もあろうかと思いますが、一言でいえば犯罪
や非行歴のある人達に、その事情を承知した上で、
職場を提供し、立ち直りに協力しようとする民間の
事業主で結成された地域ボランティアのひとつであ
ります。なぜ犯罪や非行をした人に就労の支援をす
るのか、不思議に思われるかもしれませんが、この
人達を排除するばかりでは、安全・安心な社会を実
現することは出来ないからです。しかし、現実的に
は中小企業で構成されている協力雇用主会の会員も、
この不景気で余裕のある事業主さんばかりではあり
ません。ただただ、ボランティア精神で協力をして
いただいております。現在、大阪府では１８地区及
1更生施設を合せ、４１７社、４月現在 全国では
７７４９社が雇用主となって活動をしています。

さて、私の所属しております、貝塚地区における
協力雇用主会の設立の経過と現状をお話させて頂き
ます。平成１３年秋に大阪府下で初めての「協力雇
用主会」の設立の話がありまして、当時私は貝塚ロ
ータリークラブで社会奉仕委員長をしておりました
ので、当クラブの会員で保護司の信会員から、是非
ロータリー活動の一環として、取り組んで設立に協
力されてはどうかとの提案がありました。会長・幹
事に相談したところ、即座に委員会を開いて検討す
るよう指示があり、社会奉仕委員会の活動として参
加いたしました。設立メンバーは、貝塚ロータリー
クラブ，ライオンズクラブ,その他更生保護団体が
中心となって大阪保護観察所,貝塚地区保護司会の
指導のもと、大阪府下で初めての「協力雇用主会」
が、平成１３年１２月１１日に １７社の雇用主で
設立されました。私は貝塚ロータリークラブの社会
奉仕委員長ということで、副会長に就任し、平成
１８年４月から会長を拝命しております。
その後の活動で、ピーク時29社まで増加しましたが、
今日では21社となっています。この推移につきまし
ては会員事業主の廃業・倒産等、特に建設関連業種
に不景気の影響が多く見受けられます。
今後は幅広い産業分野の雇用主開拓が求められます。

これまで私たち協力雇用主会は地区ごとに就労支

援の活動をして参りましたが、支援体制の充実を図

るために、この度大阪保護観察所始め、大阪保護司

●馬山ロータリーとの友好契約が今年で切れます。
12月18日に来日されまして、19日の忘年例会の際
に調印式を実施します。20日には韓国に戻られる
そうです。4名の方がいらっしゃるそうです。是
非歓迎したいと思っております。

●先日ご連絡をさせていただきました通り、2010年
の6月20日～23日にカナダ・モントリオールにて
国際大会が開かれます。その出欠を確認させてい
ただきたいので、出席をご希望の方につきまして
は今月末までに、当委員会宛ご報告いただきます
様よろしくお願いいたします。

●小西喜代一ガバナー補佐

本日のクラブアッセンブリー、（11/25の）ガバ

ナー公式訪問、よろしくお願いいたします。

●岡本桂四郎会長

ガバナー補佐、小西喜代一様をお迎えして。

●岸和田RC全員

ガバナー補佐、小西喜代一様をお迎えして。
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雇用主としての体験を少し述べさせていただきます。
今年、6月にハローワーク東大阪さんから、保護観察
中の少年が建設業に興味があるという事で、面接の依
頼がありました。当社も雇用主会員として別枠にて採
用枠を取り、7月に入り面接の上、就労支援事業制度
を利用して、トライアル雇用にて、採用しました。
トライアル雇用制度とは、(派遣,請負求人は対象外)
対象者を試行的に雇用する雇用主に対して、奨励金と
して月額４万円（原則３カ月の範囲）が支給されます。
トライアル期間中は給与の支払いは必要ですが、トラ
イアル雇用終了後は常用雇用に移行されない場合でも
奨励金は支給されます。また、身元保証システムがあ
り、対象者が就業中に雇用主に業務上の損害を与えた
場合には、一定額の見舞金が全国更生保護就労支援会
から受け取ることが出来ます。保証期間はシステム利
用決定日から１年間となっています。
話は戻りますが、当社の場合、就労当日は担当窓口の
ハローワーク泉大津さんから出社しているかの問い合
わせ、また、ハローワーク東大阪の担当者様からも当
社に来社の上、近況の御尋ねがあり、皆様が一人の少
年に多大な支援の手をさしのべているのが実感できま
した。トライアル雇用の３カ月が過ぎ、本人の希望、
また頑張りも伝わってきましたので１０月１３日付で
常用雇用に移行しました。協力雇用主会は歴史も浅い
のですが、更生保護団体の一員として微力ながら、頑
張りたいと思います。

会連合会、その他更生保護団体のご指導のもと、今
年３月１８日に大阪府協力雇用主会連合会が設立さ
れ、私が初代会長に任命されました。私は今年度ロ
ータリーでガバナー補佐を任じられていましたので
固辞したのですが、先輩からこれもロータリー活動
の一環だと諭され引き受けてしまいました。
認知度も低く、大阪府に於いても未結成地区がたく
さんあり、まだまだ、雇用主の人数が不足しており
ますのが、現状であります。今後は各地区保護司会
と協力し、協力雇用主の開拓が急務と考えておりま
す。今、彼らにとって最も切実なのが「働きたいの
に働く場所がない」ということです。高齢者や派遣
労働者などいわゆる就労弱者よりもさらに厳しい環
境にあるという事を認識していただき、是非この機
会に協力雇用主会のご理解を深めていただければと
願っています。次に、就労支援の広報活動の大切さ
について、お話させていただきます。
協力雇用主の会員でも主旨には賛同するが、いざ雇
用するとなると不安に思われている会員も少なから
ずおられます。他府県のことですが、過去に保護観
察所の施設内に初めての国立の更生保護施設として
自立更生促進センターが竣工されましたが、地元住
民の反対で開所延期を余儀なくされた事例があった
と聞いています。そんな中、この度大阪府就労支援
事業者の会が平成２１年３月２３日に設立され、就
労支援に関する世論の啓発と広報活動をされると聞
き、大変心強く思っております。

近隣クラブ卓話ご紹介
岸和田東ＲＣ １１月２７日→２８日（土）「ＩＭ第６組」
岸和田北ＲＣ １１月２４日（火）「ガバナー公式訪問」
岸和田南ＲＣ １１月２６日→２９日（日）「家族例会」

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「ｽﾎﾟｰﾂﾒｰｶｰの
Web Marketingに関
する研究｣米山奨学
生朴燦浩様

RAC例会

勤労感謝の日
例会

ガバナー公式訪問

(終了後 座談会)

ＩＭ第６組

ﾎｽﾄ：りんくう泉佐
野ＲＣ 於全日空

ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ大阪

RAC例会

例会「家族月間」

宇野芳孝親睦活動
委員長・角家篤副
委員長

年次総会

会長ｴﾚｸﾄ研修

セミナー

会長ｴﾚｸﾄ研修

セミナー

例会「全国のｸﾗﾌﾞ
探訪」石本喜和男

会員
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