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会長挨拶及び報告

中村圭一副会長

新型コロナウィルスが大変な問題となって世の中
を騒がせています。
中国政府は1100万人の人口がある武漢を完全封
鎖しました。武漢は湖北省というところの第一の都
市らしいですが、一説によれば、湖北省の周辺の省
政府は、湖北省全体を封じ込める対策をとっている
とのことです。湖北省の人口は6000万人くらいも
いるとのことです。
今回のコロナウィルスの問題を、インフルエンザ
やSARSの問題と比較して論じている新聞やテレビ
の報道がよくあります。これによれば、過剰な心配
は無用であり、インフルエンザ並みの対策を講じて
おけば問題ない。朝日新聞の素粒子というコラムで
は、中国人の入国制限などを議論するより、一緒に
手を洗おうなんて言う報道もあるくらいです。
一体全体、本当のところはどうなのでしょうか。
中国の公式発表やWHOの見解に基づき対策を講じ
ていればいいのでしょうか。
我々はどうすればいいのか、ということです。ま
ず中国共産党政府が何をやっているかということが
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判断基準の一つになるでしょう。
先ほど言ったように、武漢は封鎖、湖北省も封鎖
状態です。このようなことは中国共産党70年の歴
史で始まって以来のことです。また武漢市民1100
万のうち、約500万人は封鎖前に武漢の外に逃げ出
しているらしいですが、これら逃げ出した500万人
の特定や封じ込めも始まっているということです。
これに引換え、日本の対応はどうなのでしょう
か。日本では中国人観光客をインフルエンザや
SARSの時と同じような条件で入国を許可してお
り、国内の移動もほぼフリーです。中国の一部であ
る香港でさえ中国本土からの流入をストップしたと
いうのに、日本はこの時点でも中国人観光客をばん
ばん受け入れています。中国政府が団体旅行による
出国を禁止する措置を取った時に、ある野党の幹事
長は、インバウンド効果が減少して日本経済に影響
が懸念されるという談話を出しました。またある野
党は国会の代表質問で、コロナウィルスなどによっ
て国民の財産や生命が危機にさらされている状況に
あるが、それよりも、といって桜の問題を延々質問
しました。これはどうなっているのでしょうか。
一昔前は、情報といえば、公式発表によるものし
か一般の国民は得ることができませんでした。しか
し、現代はSNSの発達で、さまざまな情報をリア
ルタイムで得ることができます。
我々一般市民は、公式見解や既存の報道機関から
の情報のみに頼ることなく、自衛の意味も込めて、
情報を敏感に収集し判断していくことが必要である
と痛感します。

報
告
１）1月30日(木)第48回君津市社会福祉大会が開催さ
れ、表彰式に内山会長が出席されました。お疲れ様
でした。
２）2月1日(土)RLI研修会(PARTI)が開催されました。
当クラブからは、次年度研修リーダーの廣田会員が
出席されました。また、地区委員として吉野会員、鈴
木会員も出席されました。お疲れ様でした。
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３）2月2日(日)地区補助金管理セミナーが開催されまし
た。当クラブからは、内山会長・次年度ロータリー財
団委員長の宮嵜会員が出席されました。お疲れ様で
した。本日お二人とも欠席されていますので次週、
宮嵜会員より報告をお願いします。

幹
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武田富士子幹事
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(2月号)
４．確定申告用領収書
(R財団・米山記念奨学会寄付分)
５．卓話の資料
６．会員家族忘年例会の写真
７．地区堀口幹事長よりお願い
〈報 告〉
１．2月7日(金)周西小学校にて出前教室開催
今回の講座は、原田会員、楠原会員、赤星会員、永
嶌会員、黒岩会員、宮本会員、遠田会員、中野会員
のご協力により８講座です。
宜しくお願いします。
ご協力頂ける会員の皆様宜しくお願いします。
２．同じく2月7日(金)学校支援事業の一環でキャリア教
育に参加します。
場所：生涯学習センター
時間：9時30分～
出席：日本製鉄㈱ 髙橋様
参加：職業奉仕委員会 遠田委員長・早見次年度委
員長
３．2月8日(土)、9日(日)地区大会が開催されます。
＜地区大会1日目＞
日時：2月8日(土)
登録：12時30分～
点鐘：13時
出席：内山会長・武田幹事・黒岩会員(地区RYLA委
員長)、鈴木会員(地区米山委員長)
＜地区大会2日目＞
日時：2月8日(土)
登録：8時30分～
点鐘：9時30分
クラブで用意するバスに乗車する方は7時30分に千
成にお集まり下さい。
〈回 覧〉
１．君津RC週報

２．第5グループ週報
３．財団室NEWS(2月号)
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廣田二郎会員

千葉市民会館にて、2月1日(土)AM10時からPM6
時まで、RLI(ロータリー・リーダーシップ研究会/
The Rotary Leadership Institute)のPartⅠに参加し
て参りました。
参加者は50名で、東京、静岡のクラブより3名の
参加がありました。参加者は30代前半から80代の
方で、ロータリー歴も1年から30年の方々で幅広い
年齢層、ロータリー歴の参加者でした。また、吉野
会員、鈴木会員がDL(デスカッションリーダー)と
して参加されました。
諸岡ガバナー、櫻木パストガバナーより挨拶の後
に、1時限50分のディスカッションを6講座行いま
した。デスカッションは1講座7～8名で、6講座あ
り、デスカッションのテーマは、ロータリー全般

に関するもので(奉仕活動、財団、リーダーシップ
etc)、受講者よりテーマに合わせて発表し、その発
言に対してデスカッションするというものでした。
各講座の参加メンバーは講座毎にシャッフルされ、
違うクラブの違うメンバーで、色々なクラブ運営の
仕方や、個人の思いが聞けて大変勉強になりまし
た。今後1ヶ月毎程度にPartⅡ、PartⅢと開催され
ます。
今回参加して大変興味深い勉強になるプログラ
ムであることが分かり、是非とも入会歴5年未満の
方々に参加されることを推奨します。

プ ロ グ ラ ム
外部卓話
労働関係に携わって
中央労働委員会 使用者委員 長崎文康様
君津ロータリー・クラブの
皆さん、こんにちは。元会員
の長崎です。今日は3年振りに
卓話の機会を頂きました。あ
りがとうございます。前回は
創立45周年でした。50周年が
近づいていますね。
さて、今日は「労使関係に
携わって45年」と題してお話
しようと思います。1974年に新日鉄に入社して以
来、レジメにありますように八幡製鉄所を皮切り
に、本社、君津、海外、鈴木金属を経て、現在、
中労委委員をしております。45年前と変わらない
こと＝“合唱”と“労働”です。これを全部についてお
話すると3時間はかかりますので、大きな流れは、
添付資料：中央労働時報1月号(第1255号)新年随想
「ビューティフル・ハーモニー2」に譲って、今日
は中労委についてお話しようと思います。
中央労働委員会は、1946年(昭和21年)3月に発足
した労使間の紛争の解決をはかる権限を持つ行政
委員会で、公益委員、労働者委員、使用者委員、
各15人で構成され、任期は2年間です。私も今年の
2月27日から3期目6年目に入ります。中央労働委員
会では、都道府県労働委員会が不当労働行為の申立
てに対して発した命令の再審査や、複数の都道府県
にまたがる労働争議などの調整を行っています。入
社以来、労働・人事関係の仕事に携わってきたもの
として、こうした形で恩返しができるのは、誠にあ
りがたいことです。上司、先輩、同僚、労働組合、
ともに仕事してきた皆さんのおかげです。研鑽を積
んで責任を全うしたいと思っています。
中労委の現況ですが、審査事件は、平成30年は

前年繰り越し：103件、新規申立て：64件(合同労
組：34件53％)、終結事件：78件(和解・取下げ：
63、命令：15)、和解率：81％(63/78)、目標期間達
成率：1年3か月 43/78 55.1％。令和元年は、前
年繰り越し：89件、新規申立て：74件(合同労組：
34件53％)終結事件：54件(和解・取下げ：29、命
令：25)和解率：54％(29/54)、目標期間達成率：
1年3か月 30/52 57.7％でした。あっせん申請
は、30年3件、元年0件でした。
私がこの5年間に担当した再審査事件は21件で、
現在係属中の事件が5件、終結事件が16件、内訳
は和解・取下げ13件、命令3件です。後で触れます
が、全21件のうち、合同労組事件が14件と2/3を占
めています。和解事例についても興味深いケースは
多々ありますが、今日は割愛します。命令となった
事件3件は、初めて労組法上の労働者性が争われた
ケース、組合が運動の目玉としていて譲らないケー
ス、使用者代理人が自説に拘泥して譲らないケース
です。
最近のトピックスは、レジメにあるとおり、フラ
ンチャイズ契約を締結している加盟者の労組法上の
労働者性が争われた事件、産業別労働協約改定交渉
と独禁法に係る事件が特徴です。今日は、合同労組
に関して少しお話しします。合同労組といっても
色々ありますが、「企業の枠を超えて、主に中小企
業の労働者を一定地域で組織し、特定企業のへの所
属を条件としない個人加入できる労働組合。」が一
つの定義です。交渉相手は、社外の労使交渉のプロ
で、素人の(中小事業)経営者に団体交渉を申し入れ
るところから始まります。駆け込み訴えのケースも
多く、合同労組は全てではありませんが、要求貫徹
のために親会社、得意先、取引銀行に対して、ビラ
配り、街宣行動を多様な争議行為を展開します。
ある弁護士の講演を聴く機会がありましたが、労
基法、労組法、安衛法の理解や社員教育が不十分な
ど、総務・人事労務部の対応がまずい会社、組合加
入者が少ない、世話役活動が不十分など、企業別組
合の活動が不十分な会社、従業員数40/50人から数
百人の会社は要注意とのことでした。
気を付けることは、団交申し入れを受けたら、団
交拒否＝不当労働行為を狙ってくるケースが多いの
で、速やかに専門家に相談すること、また、いかな
る文書にも現場の判断で署名しないことが重要と思
います。
私が労働委員会活動の中で心掛けていることは、
レジメにある通り、①当事者FIRST②品質向上③
チーム(4者)での取り組みの三点です。
45年を振り返って労使関係について思うこと
は、労使関係は企業経営にとって極めて重要なファ
クターであり、これが安定的に維持されないと企業

は立ち行かない。企業における人事労働部門の使命
は、社会経済や企業を取り巻く環境変化の中で、経
済合理性の追求と従業員福祉の向上を調和的に進展
させること、従業員処遇制度を時々のニーズ・労働
の質・量に合致するもの(水準)として公平かつ安定
的に維持すること、『個』を尊重し常に従業員の活
力発揮を志向すること、良好な労使関係を確立し維
持すること(リスペクト、51：49)と考えるが、とり
わけ、労使の信頼関係が企業存続・発展の礎と思い
ます。
そのためには、労使双方ともによく勉強すること
が大事、相手が何を考えているか、理解することか
ら始まる、組織目的が異なるが、互いに最大の理解
者であらんとする努力が重要、組合は常に実力を涵
養し、ステークホーダーとして経営を監視し、ある
いは経営に対して展望ある提言をしていくことが重
要。会社は、組合の実力を見誤ることなく、謙虚に
話を聴き、問題の奈辺にあるかを良く考えて必要な
対応を図っていくことが肝要であり、そのためには
労使双方、日頃からの意思疎通が不可欠と思いま
す。約束は双方守る。労使ともに不断の組織点検・
組織防衛が重要ですね。(三現主義＝現地・現物・
現実、五官で。)
良好な労使関係は、労使双方の継続的努力なくし
て成立しません。よろしくお願いいたします。
最後に、合唱ですが今年も7月19日に紀尾井ホー
ルにおいて開催します。タイトルは「はじまりのと
き」、コール青葉が発足する機会となった、男声合
唱「心に翼を」を16年ぶりに再演し、また、朧月
夜、茶摘みなど皆さんの懐かしい唱歌を取り上げま
す。聴きに来ていただければ幸いです。
さて、時間となりました。
今日は、卓話の機会を頂きありがとうございまし
た。今後も君津ロータリー・クラブの行事に参加し
たいと思います。よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
中村 圭一
コロナウィルスやばいかもしれませ
ん。備えるしかありません。家族を
地域を守れるようにしたいもので
す。
武田富士子
先日、永嶌会員のお母様の葬儀のお
手伝いに行ってまいりました。素晴
らしいお式でした。君津少年少女合
唱団結成時の際より携わった先生で
した。今年で結成20年になるそう
なのですが、現団員をはじめOBの
方々の合唱でお送りしていました。
感動いたしました。素敵なお母様を

長崎

文康

篠塚

知美

岡野

祐

大浦

芳弘

髙橋

雄一

大木

建樹

永嶌

嘉嗣

楠原

義章

秋元

政寛

中野

賢二

亡くされた永嶌さん、ご自愛下さい
ませ。
皆さん、お久しぶりでした。3年ぶ
りに卓話の機会をいただきました。
忘年会、新年会は所用により欠席で
したが、今年は出たいと思います。
今日は節分、新型ウィルスを撃退し
たいと思います。
結婚記念日にお花をいただきありが
とうございました。今まで結婚記念
日には、特に何もしなかったのです
が、今年は2人で結婚式を挙げたホ
テルで食事をしてきました。たまに
は2人で出掛けるのも良いものです
ね。
本日誕生日、ありがとうございま
す。54になりました。今後もご指導
よろしくお願いします。
インフルエンザの蔓延が落ち着いて
きたと思ったら、新型コロナウィル
スです。先週まで、各種団体の新年
賀詞交換会が続き、体内からのアル
コール消毒を目一杯実施してきまし
た。君津、木更津市内では、中国の
お客様を断っているお店も出ていま
す。引き続き、手洗い、アルコール
消毒及びうがいで予防に努めます。
今日、節分から気持ちを引き締めて
一年を過ごしたいです。
コロナウィルスが流行しています。
うがい、手洗いを忘れずに。
母の葬儀では皆さまに大変なご配慮
をいただきありがとうございまし
た。また内山会長、武田幹事、高島
さんには受付もしていただき助かり
ました。おかげ様で無事葬儀を終え
る事ができました。
先日、政府のチャーター機で武漢か
ら日本に帰国し、記者会見に応じて
いた方は、私の元上司です。
長崎様、本日は卓話ありがとうござ
いました。幼稚園で節分の行事を
行ってきました。「鬼は外」「福は
内」無病息災を願います。
今週末の出前教室の準備を何もして
いなかったので、土日を使ってスク
ラップロボットの製作を頑張りまし
た。溶接焼けで顔はヒリヒリ、目は
ゴロゴロです。まだ3分の1なので、
これからラストスパートでもっと頑
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張ります。(…間に合うかな？)
先日、久しぶりに邦画を観ました。
「AI崩壊」でしたが、大変面白
く、考えさせられる内容でした。現
在進行形で急速に進化しています
が、まだまだ解決しなければならな
い事があります。しかし、今後は
AI無しでは社会が成り立たない事
態になるので、どうAIを運用して
行くかが楽しみでもあり、恐ろしく
もなりました。
今日は節分の日で、明日から暦の上
では春ですか！最近災害続きで、秋
だか冬だか9月以降良く分からない
ままで春を迎えるというのは未だ覚
悟というか、腑に落ちませんね。
我々の商売では、世の中の景気も昨
年後半から変調をきたしており、米
中摩擦、ブレグジット、XXを見る
会、更にはコロナウィルスなど、ゴ
タゴタしているうち、ゆでガエルに
なって気が付けば不景気になってい
た、という嫌な雰囲気になってきた
ように思います。じっくり自らの足
元を踏み固めたいと思います。
新コロナウィルス、だんだん他人事
では無くなってきましたね。とりあ
えず手洗いうがいをします！
そろそろマスクを着けないと部下か
ら危機管理が甘いと言われそうな状
況ですが、営業上では中国にOEM
している製品が2月いっぱい入荷し
ないとの情報が。先週末から国内の
煉瓦探しに注力中です。
長崎様、卓話ありがとうございまし
た。先週、真言宗の関東三大本山の
一つの川崎大師平間寺に安全祈願に
行って来ました。先々週には成田山
新勝寺にも参拝しましたので、残る
のは高尾山薬王院のみです。今年は
機会を作って三大本山の参拝を実現
したいと思います。
長崎様、本日は貴重なお話をいただ
きありがとうございました。先週末
に食事の予定をしていた友人が約束
の時間に現れず、電話があり、くも
膜下出血で倒れて救急車で病院に運
ばれたとのこと。同い年だけに自身
も健康管理を再徹底していこうと決
意しました。

村上

進

坂井佳代子

佐々木昭博
福田

順也

荒井潤一郎

別府

明人

倉繁

裕

小幡

倖

赤星

哲也

大森

俊介

秋元ゆかり

隈元

雅博

内山

雅博

皆さまこんにちは。長崎様、卓話あ
りがとうございました。永嶌さん、
マスクはどこに行ったら買えます
か？
皆さんこんにちは。長崎さん、お久
しぶりです。少しも変わらぬダン
ディーで元気なお姿を拝見して嬉し
いです。
外部卓話、長崎様ありがとうござい
ました。
長崎様、卓話ありがとうございまし
た。
長崎さん、ご無沙汰しております。
本日は、卓話ありがとうございま
す。
長崎様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。
長崎様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。中国からの新型コロナ
ウィルス感染者の拡大が懸念されて
います。日本はじめ世界26ヶ国に広
がっているとのことですが、2003
年のサーズ発生時より中国経済の世
界影響が拡大している中、健康に加
えて、経済的影響が大きくならない
事を願っているところです。
2月1日、この年(71歳)になってから
新たな挑戦をしました。21日に合否
の発表です。どうなるか…。長崎さ
ん、ようこそ。楽しんで下さいまし
たか？
長崎様、貴重なお話ありがとうござ
いました。
長崎様、本日は貴重なお話ありがと
うございました。
今月、記念日、お誕生日を迎えられ
る会員の皆さまおめでとうございま
す。長崎様、卓話ありがとうござい
ました。
長崎様、卓話をありがとうございま
した。誕生日のお祝いの品とバース
デーソングをありがとうございまし
た。岡野会員、リアルバースデイお
めでとうございます。大切な仲間と
共にこれからもロータリー活動を頑
張ります！
長崎様、卓話ありがとうございまし
た。内部監査は良好な成績で無事終
わりました！あとは2ヶ月、営業推
進を頑張ります。

小川

哲也

廣田

二郎

黒岩

靖之

茂田

秀和

長崎様、君津RCへようこそ。イン
フルの次はコロナウィルスですね。
気を付けましょう。
RLI参加してきました。大変勉強に
なりました。長崎さん、お久しぶり
です。貴重な卓話ありがとうござい
ます。
長崎さん、お久しぶりです。本日は
卓話ありがとうございました。
席替え抽選初当たり！ありがとうご
ざいます。本当に「当たり」って
入っていたのですね。見たのも初め
てでびっくりです。今年は良い年に
なりそうです。

