
              
 
 
   

 
 

 
 
 
 

【2022-23 年度 地区方針】   「ロータリーの再生」  ―新たな挑戦― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     例 会 報 告      

 開会点鐘  島 利夫会長  

 司  会   片岡 英之会場監督 

 合  唱   ロータリーソング 

         「君が代」「奉仕の理想」 

 

 お客様紹介 大友 徹親睦活動委員 

奥宮 京子様  田辺総合法律事務所 弁護士 

小川 湧三様  川崎鷺沼 RC パスト会長 

顧 夢テイさん 2022 学年度 米山奨学生（中国） 

 今後のプログラム予定 

     12 月 プログラム 

   12 月 6 日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

年次総会 

理事・役員会 

    12 月 13 日 
年忘れ家族会 

ホテル精養軒 

   12 月 20 日 納 会 

   12 月 27 日 休 会 

出 席 報 告 佐川 陽子出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 34 名 

8 名 

対象外 

（4） 

89.47％ 

欠 3 名 

対象外 

（3） 

MU1 名 

 

100％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員    

長谷川俊雄会員  貝田 充 会員   奥村 香 会員 

白井 正男会員  朝倉 和信会員  細山勝三郎会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監督 

小川 湧三様：お世話になります。 

島 利夫会長：川崎中ロータリークラブ創立 50 周年

記念祝賀会は皆様のご協力によち立派に

出来ました。ありがとうございました。 

川口 禮敬幹事：奥宮京子様卓話ありがとうございま

す。島先生この度は女房がお世話になっ

ております。色々ありがとうございます。 

冨岡 昭一副会長：奥宮京子様本日の卓話よろしくお

願いします。 

小島 徹会員：50 周年記念式典、皆様お世話様でし

た。奥宮京子様卓話よろしくお願いしま

す。鹿島義久さん金婚式おめでとうござい

ます。 

鹿島 義久会員：中原菊花会において小島徹さんが

今年度内閣総理大臣賞を受賞されまし

た。おめでとうございます。私は今月で結

婚 50 周年金婚式を迎えました。 

堀一 慶明会員：お世話になります。 

内藤 幸彦会員：創立 50 周年記念式典・祝賀会皆様

のご協力で無事終了することができまし

会   長     島 利夫 

副 会 長     冨岡 昭一 

幹   事     川口 禮敬 
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た。ありがとうございました。あとは記念誌

委員会の皆様よろしくお願い致します。楽

しみにしています。また奥宮先生の卓話

楽しみに拝聴させて頂きます。 

廣山 宗一会員：50 周年記念式おめでとうございまし

た。 

中山 武夫会員：50 周年は盛大で良かったです。 

萩原 ひとみ会員：川崎中ロータリークラブ 50 周年式

典・祝賀会では内藤実行委員長始め皆様

大変お世話になりありがとうございまし

た。今は小島徹会員記念誌作成でお忙し

いことと思います。よろしくお願い致しま

す。川崎中原菊花会菊花展内閣総理大

臣賞受賞も素晴らしいです。おめでとうご

ざいます。 

金子 利昭会員：お世話になります。先日 50 周年

（10/18）急なことで参加できず申し訳あり

ませんでした。50 周年お祝申し上げま

す。 

渡邉 新二会員：奥宮先生卓話よろしくお願い致しま

す。楽しみにしています。 

合計   13 件        19,000 円 

累計  211 件 334,000 円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区よりロータリーレートのお知らせが届い

ております。2022 年 11 月 1＄＝148 円        

（ご参考 2023 年 10 月 1＄＝145 円） 

２． 地区より RLI（ロータリーリーダーシップ研究

会）パートⅢ開催のご案内が届いておりま

す。日 時：11 月 27 日（日）9：00〜17：20 場 

所：聖光学院中学校高等学校 詳細は回覧

致します。 

３． 地区より 2023-24 年度ロータリー財団奨学

生募集のご案内と推薦ご依頼について届

いております。回覧致します。 

４． 地区より地区大会 2 日目平和フェロー学友

による平和フォーラムご案内と、パネリスト

プロフィールについてのご案内が届いてお

ります。回覧致します。 

５． 2023 年国際ロータリー年次大会【メルボル

ン大会】参加旅行募集案内送付のご案内

が届いております。回覧致します。 

６． 地区より『米山奨学生を囲む集い』開催の

ご案内が届いております。日 時：12月 4日

（日） 場 所：崎陽軒 本店 

７． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

り、ハイライトよねやま 271 が届いておりま

す。回覧致します。 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎中央 11 月 7 日（月）  振替により休会 

11/4・5・6 川崎市民祭りに参加 

11 月 14 日（月） 振替により休会 

11/12 地区大会に参加 

11 月 21 日（月） 3 クラブ親睦夜間例 

会に変更 川崎日航ホテル 12F 

鳳凰の間 

川崎麻生 11 月 25 日（金） 例会場変更 百合ヶ 

丘カントリー倶楽部→ホテルモリノ 

   会員卓話 点鐘 12：30 

川崎高津南 11 月 14 日（月）→12 日（土）移動例

会に変更 地区大会参加 

   11 月 21 日（月）第 3 週につき 例会

なし 

 12 月 26 日（月）→19 日（月）移動例 

会に変更 年末家族会 

川崎マリーン 11 月 10 日（木）→12 日（土）に変更 

地区大会に参加 移動例会パシフィ 

コ横浜 

  11 月 17 日（木）→21 日（月）に変更    

 3 クラブ合同親睦例会川崎日航ホ 

テル 点鐘 18：30＊17 日メークアッ 

プデスクございます。 

 11 月 24 日（木） 休会 

川崎西北 11 月 12 日（土） 地区大会 移動例会 

11 月 17 日（木） 休会 

 川崎大師  11 月 9 日（水）→ 12 日（土）に変更 地 

区大会参加 

         11 月 16 日（水）→21 日（月）に変更 3 

クラブ親睦夜間移動例会 （川崎中央・ 

川崎マリーン・川崎大師）＊11/23（水）

は祝日のため例会なし。 

 川崎高津 11月 10日（木）→12日（土）移動例会 地

区大会参加 

        11 月 17 日（木）〜18 日（金）親睦移動例

会 点鐘18：30箱根湯本 「湯本富士屋ホ

テル」 

        11 月 24 日（木）→15 日（火）川崎鷺沼 RC

合同例会 点鐘 18：00 

横浜南  11 月 12 日（土） 例会点鐘 11：00（地区大 

会）    

 川崎百合丘 11 月 8 日（火） →12 日（土）地区大会

に振替 

        11 月 29 日（火）夜間移動例会 点鐘 

18：00 笹子うどん 

 川崎幸   11 月 11 日（金）→12 日（土）地区大会 

移動例会 地区大会 

         11 月 25 日（金） 休会 

 川崎     11 月 23 日（水） 休会 

 川崎北    11 月 23 日（水） 休会        

 川崎とどろき 11 月 14 日（月） 休会 



          11 月 21 日（月） 休会         

２． 会報受領 川崎とどろき RC  回覧致しま 

３． す。 

４． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。関係各位のご出席をお願い致しま

す。 

５． 11/12（土）地区大会 本会議 タイムスケ

ジュール 

＜パシフィコ横浜会議センター1F メインホール＞ 

11：30 登録開始 

12：30 点鐘・式典 

14：15 記念講演 

15：45 青少年関連プログラム紹介・新会

員紹介他 

17：30 点鐘 

６． 11/18・21・22 は、事務局は閉館となりま

す。 

７． ＜11 月の予定＞ 

11/8  通常例会 例会終了後、理事役員

会 

11/12（土）地区大会へ参加 パシフィコ横

浜 登録開始 11：30 

11/15 例会なし（地区大会振替） 

11/22 休会  

11/29   通常例会                                     

会 員 お 祝 い 
入会記念日 
堀一 慶明会員 
渡邉 新治会員 
長谷山尚城会員 
片岡 英之会員 
会員誕生日 
三木 治一会員 
堀一 慶明会員 
小島 徹会員 
萩原ひとみ会員 
齊藤 かおり会員 
稲冨 正行会員 
結婚記念日 
堀一 慶明会員 
川口 禮敬会員 
白井 正男会員 
鹿島 義久会員 
市川 宏会員  
叶野 聡 会員 
大友 徹会員 
一尾 亮輔会員 
小島 正徳会員 
配偶者誕生日 
三木 治一会員 道子様 
井上 裕司会員 美佐子様 
 
 
 

会員誕生日 

稲富 正行会員、小島 徹会員、堀一 慶明会員 

萩原 ひとみ会員、齊藤 かおり会員 

 

 金婚式お祝い  
 

鹿島 義久会員 

米山奨学会授与式 

 

顧 夢テイさん 



卓   話 
ご紹介 

 
 

渡邉新始プログラム委員長 

 

 

経歴 

学歴等 

1981年 3月  東京大学法学部卒業 

1984年 3月  弁護士登録（第一東京弁護士会） 

企業法務、一般民事に携わる 

主な公職 

法務省法制審議会（民事・人事訴訟法部会）幹事 

防衛省防衛調達審議会委員 

金融庁自動車損害賠償責任保険審議会委員 

川崎市環境行政制度検討委員会委員 

川崎市個人情報保護審査会委員 

川崎市監査委員 

東京地方裁判所鑑定委員（現職） 

厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等 

            分科会会長（現職） 

Ｊリーグクラブライセンス交付第一審機関 

               委員（現職） 

東京大学法科大学院運営諮問会議委員（現職） 

一般社団法人学士会代議員（現職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

田辺総合法律事務所 

弁護士 奥宮 京子様 
 

パワーハラスメント防止の法制度 
 2019年 5月にパワハラ防止に関する法制 

度ができ、私は労働政策審議会雇用環境・ 

均等分科会長として、法案要綱の審議に携 

わりました。 

 セクハラ防止対策等については、既に雇 

用機会均等法 11条に規定がありましたの 

で、パワハラ防止対策等はこれに倣い、労 

働施策総合推進法を改正して規定を新設し 

ました（同法 30条の 2～8）。 

 この法律では、パワハラを、➀職場にお 

いて行われる優越的な関係を背景とした言 

動であって、②業務上必要かつ相当な範囲 

を超えたものにより、③雇用する労働者の 

就業環境が害されること（優越的言動問 

題）と定義しています。 

その上で、事業主に対し、雇用管理上の措 

置、すなわち、労働者からのパワハラの相 

談に応じ、適切に対応するために必要な体 

制を整備することを義務付けていて、これ 

は、中小企業にも、2020年４月から施行さ 

れています。 

 法律の解釈や運用上の留意事項は、指針 

に定められています。指針では、６つの類 



型ごとに、パワハラに当たる例と当たらな 

い例が示されていて、パワハラ該当性の判 

断に当たっては、「平均的な労働者の感じ 

方」を基準とするとしながらも、労働者の 

属性や心身の状況を総合的に考慮すること 

が適当であるとされています。また、カス 

タマーハラスメントへの対応等についても 

記載されています。 

 職場におけるハラスメントの日常化は、 

従業員のモチベーションを低下させ、事業 

者にとって損失となりますので、しっかり 

対応する必要があります。大切なのは、ト 

ップの姿勢であり、風通しのよい企業風土 

を醸成することです。働き方改革の流れも 

念頭に、より良い職場作りを行ってほしい 

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会 11 月 12 日開催（パシフィコ横浜） 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


