
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-20年度 地区方針】原点を忘れずに挑戦 ～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 例  会  報  告  

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡 SAA  

 合  唱  「四つのテスト」 

 お客様紹介  小丸 日出夫親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

第 2例会 8月 13日       休 会 

第 3例会 8月 20日 
新入会員卓話 

内田 義治会員 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

41 名 36 名 

5 名 

対象外 

（3） 

94.74％ 

欠 6 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 92.11% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  松井 孝至会員 

津田 篤志会員   堀一 慶明会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

萩原 ひとみ会長：先日、湯川パストガバナー・石塚パ

ストガバナー補佐・内藤様・小丸様から励

ましを頂きました。皆様本当にありがとう

ございました。本日は笠間先生、当クラブ

の卓話をお引受けいただきありがとうござ

います。素敵なテーマで楽しみにしており

ます。当クラブのお仲間になっていただき、

一緒に楽しい時間を過ごせるよう願ってお

ります。本日はよろしくお願いします。 

長谷山 尚城幹事：笠間由美子先生、本日楽しみにし

ております。 

小島 徹会員：笠間さん、お暑い中卓話ありがとうござ

います。入会お待ちしております。 

川口 禮敬会員：笠間由美子様卓話ありがとうござい

ます。拝聴させて頂きます。 

伊藤 文治会員：ご多忙の中、笠間様には卓話を頂

きありがとうございます。 

小林 敏伸会員：笠間由美子様、お暑い中卓話あり

がとうございます。女性の話楽しみです。 

小丸 日出夫会員：行政書士 笠間由美子様、本日

は卓話ありがとうございます。当クラブに

は「行政書士」というジャンルの会員がお

りませんので、一日も早く入会していただ

けるようお願い致します。 

貝田 充会員：笠間先生卓話よろしくお願いします！

楽しみです。 

内藤 幸彦会員：現在、日本でも 2地区で女性ガバナ

ーが活躍されていると伺いました。我が

クラブも女性会長が誕生し男性と一緒に

活動する女性ロータリアンには期待大で
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す。笠間様入会を心より歓迎申しあげま

す。 

佐川 陽子会員：笠間様、本日のご講演楽しみにして

おります。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。 

合計  11件 27,    11,000円 

累計  76件    104,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区よりクラブ基盤管理セミナーPARTⅡ開催のご 

 案内が届いております。日 時：8月 22日（木）15： 

 00～18：00 場 所：メモワールプラザ ソシア 21  

 3F 「フィレンツェ」 

2.横浜東ローターアクトクラブより横浜東 RAC8月第 

 一例会のご案内が届いております。日 時：8月 7日 

 （水）20：00～21：00 場 所：ホテルキャメロットジャ 

 パン 

3.地区より 2020-21年度 R青少年交換プログラム休 

  止のご連絡が届いております。理由）ライフスタイ 

  ルの変化・ホストクラブ/ホストファミリーの問題等 

 ・年間行事/活動増加による負担 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 横浜あざみ  8月7日（水） 移動例会 点鐘12：30 

       アートフォーラムあざみ野 3階会議室Ⅱ 

          8月 14日（水）  休会 

 川崎マリーン 8月 1日（木）夜間例会 点鐘 18：30 

          サンピアン川崎 

          8月 15日（木）  休会 

 川崎西北   8月 15日（木）  休会 

 8月 30日（木）夜会 移動例会 二子玉川エクセル 

           ホテル東急 30F    納涼家族会 

 川崎北     7月 31日（水）  休会 

 川崎中原    8月 1日（木） →8日（木）に変更 

 点鐘 12：30 ホテル精養軒ガバナー公式訪問例会 

           8月 15（木）→22日（木）に変更 

                点鐘 7：30 ホテル精養軒.. 

2.会報受理  新川崎 RC 回覧いたします。 

3.2019-20年度活動計画書の受理 

 川崎幸 RC  川崎高津 RC  川崎とどろき RC  

 事務所にて保管しております。 

4.次週 8/6は例会終了後、理事役員会を開催いたし

ます。関係各位のご出席をお願いいたします。 

   

 

 お客様ご挨拶 

  

  福岡城東ロータリークラブ 二村 政毅 様 

 

卓  話 

   

行政書士  笠間 由美子様 

【事務所】 

行政書士かさまゆみこ事務所 

   川崎市中原区新丸子東１‐８３０‐１２藤原ビル２階 

   新丸子総合法律事務所内 

   TEL: 044-920-9521 FAX: 044-920-9522  

   E-mail: office@kasamayumiko-office.jp 

   HP: http://www.kasamayumiko-office.jp/ 

【プロフィール】 

   在留資格（ビザ）・国籍専門の行政書士。 

長らく国際協力 NGOにてアジア・アフリカ・中南

米の途上国支援に従事するも、結婚を機に「自分

の住む地域における国際協力」に目覚め、ビザ業

務をとおして外国人支援、そして地域の活性化に



貢献できる行政書士に方向転換。国やビザの種類

を問わず、幅広く対応。 

近年は、川崎の中小企業を中心に外国人材活用 

についてコンサルティングを行うとともに、“WHITE” 

な外国人材活用のしくみづくりをミッションとして、 

日々奮闘中。 

＊神奈川県行政書士会 国際部 副部長 

＊川崎市 経済労働局 2018年 11月 7日「外国人材採 

用・受入れセミナー」講師 

       市民文化局人権・男女共同参画室人権施策 

推進協議会の市民委員（2018 年～） 

       国際化施策推進プラン策定のための懇談会 

の市民委員（2014 年～2015年） 

＊川崎商工会議所：外国人雇用支援研究会メンバー  

外国人創業支援研究会メンバー 

＊公益財団法人川崎市産業振興財団 

経営指導相談員（外国人雇用） 

＊川崎市国際交流協会ボランティア 

＊神奈川県中小企業団体中央会  

「特定技能」問題研究会コーディネーター 

＊東京開業ワンストップセンター 相談員 

 

日本でたくましく暮らす世界の女性たち 

～ わたしたちニッポンでがんばっています！～ 

 

コンビニや居酒屋など、街で外国人を見ることが

普通になってきました。現在、日本には 273万人も

の外国人の方々が生活しています。その数は年々

増え、人口の 2％を占めるまでになりました。 

外国人が日本で暮らすためには「在留資格」、い

わゆるビザを取得しなければなりませんが、その     

お手伝いをするのが行政書士である私の仕事です。

そんな仕事を通して出会った、日本でたくましく暮ら

す世界の女性たちをご紹介したいと思います。 

 

１ 米国出身のオデンさん（日本のグローバル化

に貢献したい英語教師！） 

２ ベトナム出身のオアンさん（５年の留学を経て

IT会社に就職） 

３ 中国出身の盛さん（留学・就職を経て日本人

男性と結婚。現在は会社経営者。） 

４ フィリピン出身のマリナさん（日本人と結婚を

するも死別したシングルマザー） 

５ ベトナム出身のトゥイさん（インドシナ難民と

して来日。夫が不法滞在で収容中。） 

     

それぞれがそれぞれの境遇の中で、本当に          

一生懸命、日本社会の中で暮らしていらっしゃる

ことをお伝えしたいというのが、今回のお話の最

大の目的です。毎日懸命なのは日本人と同じで

す！このように、ひとりひとりの生活・人生を眺め

ていくと、隣人・友人としてのお付き合いの仕方

がわかってくるかと思います。「外国人」として一

括りに彼らを捉えるのではなく、ひとりひとりに向

き合って、彼らを地域で受け入れてあげることが

大切なんだな、と思う次第です。 

    その一方で、やはり外国人の方々は、日本人 

にはない苦労、ハードルに直面しています。日本

語、価値観・文化の違い、偏見・差別、そして日

本のコミュニティへの入り方が分からない…。こ

のような場合も、やはりひとりひとりに向き合って、

ひとりひとりの想いや言葉に耳を傾けて、隣人と

して手を差し伸べ、地域に受け入れられたら…と

思います。 

そして、みんながそれぞれの強みや知識、能

力、経験、違いなどを持ち寄れたら、よりよい地

域コミュニティができるかも！これぞ多文化共生。

ぜひとも、ここ川崎中部で、そんなことを進める

ために微力ながら尽力したいと思っている次第

です。 

 



例 会 場 内 

 

 

 

本日の例会では、会員一人一人がくじを引き着

席するテーブルを決めました。普段とは少し違った

雰囲気で例会を楽しむことができました。 

親睦活動委員の皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


