
Omiya Rotary Club Weekly Report

Establishment , December , 2  1955 2018.July - 2019.June 2018 年 8 月 8 日（水曜日） No.3100

2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ

皆さんこんにちは。
　今日は、ゲストとしまして、参議院
議員の竹谷とし子さん、浦和北東クラ
ブから内田委員長をはじめ２名の方々
にお越しいただきました。有難うござ
います。
　本日の会長あいさつは先週と同じく
職業上の諸問題のうちパワーハラスメ
ントについてメニュー程度の話になり
ますがお聞きください。
　パワーハラスメントとは同じ職場で
働く者に対して、①職務上の地位や②
人間関係などの職場内の優位性（＊）
を背景に、業務の適正な範囲を超え
て精神的・身体的苦痛を与える又は職
場環境を悪化させる行為をいう。

＊�上司から部下に行われるものだけではなく、

先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性

を背景に行われるものも含まれる。

　職場のパワーハラスメントとして、次
のような６個の行為類型が示されてま
す。
　ただし、行為のすべてを網羅しては
いません。

具体的行為
（1）身体的な攻撃　暴行・傷害
（2）精神的な攻撃　脅迫・名誉毀損�

侮辱・ひどい暴言
（3）人間関係からの切り離し　

隔離・仲間外し・無視
等は刑法上の暴行罪、脅迫罪、侮辱罪、
名誉毀損罪�等に該当することに注意
しなければなりません。また、
（4）過大な要求　業務上明らかに不

要なことや遂行不可能なことの
強制、仕事の妨害　

（5）過小な要求　業務上の合理性が
なく能力や経験とかけ離れた程
度の低い仕事を命じたり仕事を
与えない　

（6）個の侵害　私的なことに過度に
立ち入ること

　なお、会社は民法上の責任を負うこ
ともあります。
　たとえば、
（1）使用者責任（不法行為責任）民

法715条
　パワハラよって被害を受けた人がケ
ガをした、あるいは精神障害を発症し

て自殺した場合。
　加害者（行為者）の社員及び企業に
も使用者責任（不法行為責任）ありま
す。
　『裁判では加害者の不法行為と企業
の使用者責任を認め、加害者と企業
の双方に損害賠償を命じた判決が出
ています。』
（2）債務不履行責任（配慮義務）民

法415条
労働契約により、使用者には職場環
境を整える義務がある。
　そのため、使用者は、職場における
パワハラによって職場環境が悪化する
のを防止しなければなりません。
　職場内でパワハラなどの問題が起こ
り、快適な就労を妨げられた場合。
　使用者が義務を果たしていないこと
になるので債務不履行責任（民法 415
条）を問われることが十分あり得ます。
　会社は、パワーハラスメントの予防、
解決にあたって取り組んでいくことが
肝要です。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 0 8 . 0 8  W E D

　竹谷とし子様よりご自身の幼少期の
「食」を中心に自己紹介をいただき、「こど
も食堂」についてお話をいただきました。
　「こども食堂」の成り立ち、意義、使命
についてや、こどもの食生活の抱えている
問題点とそこに関わる行政・地域、関係機
関・自治体や学校、あるいは社会福祉協議
会や民間企業との連携の重要性とともに
各省庁が後押している内容、他県より進ん

でいる埼玉県の「こども食堂」を支えてい
るボランティアのネットワークを活用した
食材の提供事例、ご自身が推進している
活動SDGs（持続可能な開発目標）の目標
の内のひとつ年間664万㌧（東京都内で
の一日分の消費量）にものぼる「食品ロ
ス」についての事例と食べられるのに廃棄
される食品ロスを削減するための「フード
バンク」についてご紹介いただきました。

参議院議員　竹谷とし子様
子ども食堂について
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いつもお世話になります。本
日は 3 名で来ました。宜し
くお願いします。
〈内田康信〉

浦和北東RCの皆さんようこそ。
〈徳山義行〉

竹谷様卓話ありがとう。
〈岩井良彦〉

お客さまようこそ。
〈浅野　仁・川島利雄・橋本和久・遠藤
省吾・関口　茂・鈴木俊一・齋藤守毅・
内藤考三・櫻井義久〉

竹谷とし子先生、本日は卓
話ありがとうございました。
〈徳山義行・飯野耕司・大瀧榮壽・岩﨑　
彰・浅野　仁・遠藤省吾・山本和保・進
藤博司・竹内裕司・戸井田修・辻本恵太〉

鈴木基由さん、司会ありが
とうございます。
〈徳山義行・進藤博司〉

3,100 回、誰かの誕生日か
と思いました。休まないでヨ
カッタ！
〈渋木理俊〉

ここ 2 日間涼しくなりまし
た。このまま秋になることを
お祈り申し上げます。
〈平田　繁〉

戸井田さんちの梨おいしいで
すね。ありがとうございました。
〈岸　　聡・福島謙二〉

浦和北東 RC、内田康信パス
トガバナー補佐、鈴木義男
直前会長、田中宏美クラブ
運営管理委員、ようこそおい
でくださいました。
〈飯野耕司〉

9月1日（土）職業奉仕研修
旅行皆様の参加お待ちして
おります。
〈小坂良二〉

9月1日はおいしいビールと一
緒に横浜でお待ちしています。
〈蓮池慎二〉

本日は花咲徳栄の甲子園応援
より例会を優先しました。勝
てば2回戦は応援に行きます。
〈善行地潔〉

娘がトレントンから明日帰国
します。お陰様で順調にいっ
ているようです。ありがとう
ございます。
〈矢崎直良〉

本日の台風、皆様お気をつけて
ください。早めに帰りましょう。
〈北村匡央〉

前回自己紹介させていただ
きました。ありがとうござい
ました。足立さん自己紹介
お疲れさまでした。
〈青野壽文〉

本日仕事で早退させていただ
きます。次回フル参加します。
〈本間　玲〉

前回は自己紹介をさせていた
だき、ありがとうございまし
た。短くなってしまいました

ので皆様と話したいことが沢
山あります。話しかけてやっ
てください。結婚祝い・誕生
祝いありがとうございました。
〈足立空也〉

小坂さん、戸井田さん、善行地
さん、8月2日平日のキリンビー
ル工場視察暑い中ありがとうご
ざいました。9月1日の職業奉
仕日帰り旅行、会員皆様に楽し
んで頂ける様ガンバッテいます
ので皆様の参加お待ちしてます。
〈三浦　守〉

本日笑顔でニコニコBOXを
読ませて頂きます。
〈兼杉文子〉

次回例会案内 2018 年 8月29日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

「大宮駅東口再開発の展望」
さいたま市議会議員　渋谷 佳孝 様

トレントン帰国報告：矢崎早織さん、鈴木紀江さん、福島海然君

卓 

話
8 月 8日 第 3100 例会 80 名（75 名） 39 名（52%）

7月25日 第 3098 例会 17名（70 名） 92.11%

ご協力ありがとうございました。

8月8日の合計金額 54,000円
（ 8月8日までの累計金額365,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

浦和北東ロータリークラブ
第２Ｇパストガバナー補佐 会員選考・
職業分類担当委員長［内田康信様］

会長挨拶及び報告
［徳山会長］

お客様のご紹介
［浅野副会長］

点鐘［徳山会長］司会［鈴木会員］

委員会報告［小坂会員］司会［善行地会員］

委員会報告［戸井田会員］

委員会報告［矢崎会員］

委員会報告［岩﨑会員］

ニコニコボックスの報告
［兼杉会員］参議院議員［竹谷とし子様］

竹谷とし子様から
ニコニコボックスに大口寄付を

いただきました


