
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2017～18年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2768回例会 平成 29 年 10 月 13日（金） 

◇ 先月の出席率    

・出席奨励       香取 竜也 リーダー 

９月の出席率ですが７２％でした。先月は、８月が３回しか例

会がございませんでしたので出席奨励を勧めていました事と、

８月の後半から委員会活動も活発に行われまして、第１回が７

１％、補正が入って８４％とかなり上がりました。そんな中、

剣道大会があり、矢野会員の勧めもあって、たくさん出席をし

ていただいた事もありまして高出席率となりました。また、２

２日も６９％、補正が入って７８％と、皆さん委員会活動や出席奨励をしていただきまし

た。しかしながら、１５日の納涼例会が５０％、メイキャップ等補正が入って５７％には

なったのですが、事前に回覧でわかっていたことでしたので、もう少し出席の奨励をした

方が良かったのではないかという反省はございます。７月が７６％、８月が７４％、９月

が７２％（旅行を除けば７６％）ということで、会員がどんどん増強している中で今年度

は７０％を超えて維持しているというところもありますが、今後更なる向上のために会員

全員で工夫していきたいと思いますので、何かございましたらお声かけください。 

◇ 月初めのお願い 

 ・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 小泉 英夫 会員 

Ｓ．Ａ．Ａ．よりお願いを申し上げます。まず、携帯電話はマ

ナーモード。それから、この例会に欠席の場合には、毎回口を

酸っぱくしておりますが、前もっての連絡をお願いいたします。

今日もゲストがお出でになっておりますので、楽しい例会のご

協力を重ねてお願い申し上げます。 

◇ 点  鐘     成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング   我等の生業 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介       成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   

加瀬 邦雄 様 

◇ 結婚祝い 

橘昌孝会員 S41.10.16、佐久間高直会員 S49.10.9

小泉英夫会員 S50.10.15、長原正夫会員 S51.10.30

角田幸弘会員 H1.10.29、小岩井学会員 H8.10.20 

石橋正二郎会員 H9.10.31、林作雄会員 S50.10.10 



 2 

【欠席】 

日暮俊久会員 S47.10.19、飯田正雄会員 S49.10.1 諸岡靖彦会員 S49.10.17 

◇ 誕生祝い 

深堀伸之会員 S26.10.30、村嶋隆美会員 S28.10.10 

菊地貴会員 S42.10.25、谷直知会員 S45.10.16 

【欠席】 

諸岡靖彦会員 S22.10.14、日暮俊久会員 S22.10.19 

藤崎壽路会員 S24.10.1 

 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員： 「成田市笑医
わ ら い

健康の会」というのがあるの

ですが、その健康の会で先月２５日、２６日の２日間、笑医プ

ロデューサーの養成講座をやりました。「私が幸せ、あなたが幸

せ、社会が幸せ、成田市民を微笑みで満たそう」ということで

やったのですが、普通、会員として残ってくださいとお願いし

ても、なかなか残ってくださらないのが現状です。しかし、今

回はありがたいことに、会員の奥様も含めまして８名の方に残

っていただき、我々と一緒に活動をしようということになりま

した。これは本当に大変嬉しい事でして、ロータリーもそうだと思いますけれども、ここ

に集うみんなが幸せにならなければいけないと、そのためには笑顔が一番大切ですから、

そういうことを含めてやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 

堀口 路加 会員： ９月２６日に入院、翌２７日に手術をし、

１０月６日に退院しました。入院に際してクラブからお見舞を

いただき、またたくさんの方々からお見舞とあたたかな言葉を

かけていただきました。御礼方々ニコニコさせていただきます。

それともう１点、米山記念奨学生だったムンクバト君から１０

月１日付けで千葉市内の小学校で講師をすることになったとの

連絡をもらいました。母国へ農機具を送る仕事をしていたのですが、望んでいた教職の仕

事に就けたという話ですので、皆さまへご報告方々ニコニコさせていただきます。 

 

成田 温 会員： 親睦旅行から帰りました１０月４日に入院

しまして、５日の日に左冠状動脈完全閉塞のカテーテル処置を

行い、無事貫通いたしましたのでニコニコいたします。自分で

考えていたより大事だったようでして、手術室に入ると医師３

人を含む１０人のチームで処置に約７時間かかりました。あと

は３週間後に再検査をして放免となるそうです。 

 

 

 

 



 3 

小川 賢 会員、深堀 伸之 会員、笹子 恵一 会員： 

今日は皆さんに楽しいお知らせとご協力とご負担のお願いに

参りました。私ども明治大学卒業生が、成田で明治大学校友会

成田地域支部という組織を作っておりまして、平成１９年から

成田国際文化会館にて学生のマンドリンチャリティーコンサ

ートを開催してきました。今回６回目になるのですが、１２月

３日に開催が決定いたしました。ちなみに我がクラブでは、高橋会員、深堀会員、笹子会

員、ローソン会員が明治大学校友会に入っておりまして、皆さんにはその会員あるいはコ

スモポリタンの方、あるいは街中の校友会の方から「広告を頂戴してください。会員権の

ご協力をお願いしたい。」というお話があろうかと思います。そういう中で、私ども黙って

いるのはいけないと思いまして、今日この席を借りましてお願いのニコニコをさせていた

だいたわけでございます。会場は１,０００人入らないといっぱいになりませんので、頑張

ろうと思います。それから、皆さんに広告のお願いで、１マス１万円で会員券２枚御礼と

いう仕組みでお願いに上がると思いますので、ご迷惑をおかけすると思いますけれども、

チャリティーで震災にあった方々のためにもお役に立ちますので、ぜひよろしくお願いい

たします。私ども、学生が頑張っての会員券でございますので「あしなが育英会」へ寄付

させていただきます。それと、成田市と富里市と栄町の社会福祉協議会へも若干ではござ

いますけれども寄付させていただきます。そういうことですので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

ボンベルタさんにてチケットの販売をお願いしております。谷会員お世話になります。 

 

小寺 真澄 会員：親睦旅行に妻共々参加し妻が笑顔になり家庭

円満になりました。ありがとうございました。 

 

谷 直知 会員： 先月の報告になりますが、私どもボンベルタ

は大きく営業を分けますと、マルエツさんのスーパーマーケット

と各社テナント様とボンベルタ直営と３つに分かれるのですが、

ボンベルタ直営が９月度の売り上げ予算を３年４か月ぶりに達成

し、私が着任して初めてだったものですから皆でお祝いをしよう

ということで非常に盛り上がりました。菊地会員の稲垣興業さん

にも大変ご協力をいただきまして、６月、９月と２５周年の記念

セールをやってまいりまして、９月はその記念セールも非常に成

功に終わったということもありましたし、秋らしいお天気でしたので秋物が売れたという

こともあったのですが、成田市の皆々様のおかげで喜ばしい達成が出来たというご報告で

あります。記念品としまして、男性の管理部長からは「ボンベルタ 2017年 9月度 祝予算

達成」という名入りのボールペンはどうかという意見が出たのですが、女性の人事教育課

長から「店長、記念品は米屋さんの紅白まんじゅうに限ります。ここは成田です。私はあ

のおまんじゅうを若い従業員に食べさせてあげたいんです。」という声がございましたので、

米屋さんへ紅白まんじゅうを注文させていただきました。先日納品されまして、私も紅白

２個のまんじゅうを家に持ち帰りまして、２人の子供たちがいるにもかかわらず、これは

自分への記念品だからということで、妻へ白の半分、１個半は私がいただきました。勝利
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の味、何とまあこれが美味しかった事。今月頑張って達成したら今度は栗まんじゅうだぞ

と鼓舞しております。以上です。ありがとうございました。 

 

吉田 稔 会員： １０月５日に、松本会員の NAA・成田国際空

港株式会社主催による「パレット＆フォークリフト競技会」が開

催されました。航空貨物の取扱い技量を競う職業オリンピック的

な競技会です。本会において、当社社員グループがフォークリフ

ト部門において２位に入賞しました。また、昨日は南日会員率い

る ANAグループ主催による関連企業対抗ボーリング大会が開催さ

れました。選手応援団を含めて２００名以上が参加する盛大な大会です。場所は、谷会員

のボンベルタです。本会において、団体および個人の部を当社社員がともに優勝で制し、

２０２０年に向かう特別賞２０位も併せて受賞いたしました。社員の活躍に関してニコニ

コさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶       成田 温 会長 

第２四半期に入っての最初の通常例会です。 

先週は親睦旅行での移動例会でした。おいしい物を食べ、懇

親を深めて全員無事に帰ってまいりました。 

初日に富山の越中八尾観光会館を見学して風の盆ステージ

にておわら鑑賞をいたしました。三味線や胡弓が奏でる曲に

のって男女が踊る皆様ご存知の有名な盆踊りです。 

もう一つ春に「曳山祭」というのがあり、「成田祇園祭」と

同じく豪華絢爛な６台の山車が出る祭りで、そのうちの３台が展示されており、確かにか

なり豪華でした。富山の田舎の人口２万くらいの小さな町に「なぜ？」と思いましたが、

八尾の観光協会の案内の人の話では、江戸時代に富山藩の財政の６割を養蚕業と和紙で賄

った八尾の町人文化の繁栄の証であるとの事でした。 

養蚕は当時、日本ではどこでも盛んでしたので八尾だけこんなに繁栄したのかは、蚕の卵

を一手に扱い卸していたと聞き、なるほどと思った次第でした。 

「風の盆」の三味線、胡弓、曳山のお囃子も全てを八尾の人で行なっていると聞いて、豊

かな財で築き上げた文化を今もって引き継いでいる事は素晴らしい事ですが、また半面大

変な苦労があるらしく、各町内で持っている山車の修理でも何千万とかかるらしく各戸あ

たりの費用の負担が大変だと言っていました。 

小泉商工会議所副会頭とも色々と話しておられたので、詳しい事は小泉会員にお聞きくだ

さい。 

ちなみに「風の盆」を見るのは本番一週間前から始まる練習？を観に来るのが良いと言っ

ていました。一度行ってみたいと思いました。 

 

◇ 委嘱状授与 

 RLI 実行委員会委員       堀口 路加 会員 
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◇ 委員会報告 

・環境ネットワーク        小宮山 四郎 会員 

来週の土曜日１０月２１日９時から印旛沼のクリーンハイキン

グが行われます。役所の方からは５名以上ということで要請を

受けておりました。昨年度は８名の参加がありましたけれども、

回覧で出欠表を回しましたところ、今のところ４名の登録があ

るそうです。何としてでも５名以上は確保したいと思っており

ますので、本日回覧がまわりましたら○をつけていただきたい

と思っております。今日はコスモポリタンロータリークラブの加瀬さんも見えていますけ

れども、コスモさんのほうが大勢の方が参加しておりますので、当クラブもコスモさんに

負けないように出席していただきたく、よろしくお願いいたします。私、来週の例会を欠

席することになっておりますので、再度確認はどなたかにお願いしたいと思っています。

当日は８時半までに甚兵衛公園へ当クラブのジャンパーを着て集合していただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告                    長原 正夫 幹事 

【回覧】 

・例会変更 富里、白井ロータリークラブ 

・週報    富里ロータリークラブ 

・経済と地域社会の発展月間 リソースのご案内 

・二輪車同好会ツーリングのご案内 

・成田市社会福祉協議会広報紙「福祉なりた」第 124 号 

・成田市国際交流情報誌「NEWS LETTER」第 220 号 

・國際茶文化セミナー「台湾文化と茶 in 成田」のご案内 

・分区主催・ロータリー情報研修会の開催について 

・地区大会記念ゴルフ大会のご案内、組合せ 

・富里ロータリークラブ 2017-18 年度クラブ活動計画書 誤表記のお詫びと訂正 

・第９分区親睦ゴルフコンペ組み合わせ表（FAX・メール送信済） 

・ハイライトよねやま Vol.211 

・ガバナー月信合本 

【連絡】 

・来年２月４日開催の財団設立５０周年記念式典の申込受付は、満席となりましたので 

終了しました。 

・１１月１８日開催の女性交流会は定員になりましたので受付を終了しました。 

・会員名簿の訂正があります。次週差し替え予定です。 
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◇ 卓話 

～～自己紹介及び私の仕事～～ 

＜労働者の解雇問題＞ 
笠原 智 会員／弁護士法人 房総法律 

こんにちは、本日卓話を担当させていただく笠原です。

宜しくお願い致します。 

実は今日は何をお話しさせていただくか非常に悩みま

した。他のみなさんは豊富な経験からご自身の半生など

をお話しいただいて私も大変勉強になったのですが、私

はここでは最年少ということで、私の半生なんかを皆様

にお聞きいただいても仕方ないかなと思い、何か少しで

も「へー」と思っていただけるような話はないかと考え

ておりました。ロータリークラブでは経営者側の立場で仕事をされる方が多いと思います

ので、本日は、私の仕事内容のご紹介という意味も込め、労働者の解雇の問題についてお

話をさせていただこうと思います。 

とはいえ、まずは簡単に略歴をお伝え致します。 

私は、昭和５６年１１月１日に大阪府で生まれました。父は岡山、母は大阪で、実は私

も家族とは大阪弁で会話をしています。 

昭和５９年に千葉県我孫子市に引っ越しをしまして、以来、幼稚園から大学院までずっ

と我孫子で生活していました。昔は、律儀に大阪出身で、３歳で我孫子に来ました、と自

己紹介していましたが、よく「そんなもんほとんど我孫子出身だろう」と言われまして、

いつからか「出身は我孫子です」と言い切ってしまうようになりました。 

平成２３年には司法修習生として千葉市に６ヶ月、埼玉県和光市に１ヶ月住んでおりま

した。司法修習は、司法試験合格者が最初に受ける１年間の実務訓練です。裁判所、検察

庁、弁護士事務所と回って訓練を受けるため、その場所に合わせて住所も転々としていま

した。ちょうどこの年の３月１１日に東日本大震災が発生し、修習が一時中断することも

ありましたが、なんとか１年間のカリキュラムを終えて弁護士として出発することになり

ました。 

平成２４年に現在の勤務先である弁護士法人房総法律で勤務を開始し、成田市囲護台に

引っ越しをしました。その後、ご依頼を受けていた不動産関係の事件で高橋晋先生にご協

力をいただき、そのご縁で成田ロータリークラブに誘っていただき、入会させていただき

ました。 

平成２７年には結婚と同時に市川市に引っ越しをして現在に至ります。弁護士としての

私の仕事は、基本的には離婚、相続、不動産紛争、債権回収、契約書の作成、チェックな

ど、幅広く扱っていますが、一応、事務所全体としては労働事件を強めに宣伝させてもら

っています。なので、今日は労働事件の中でも解雇についてお話させていただきます。 

解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約のことです。通知の仕方は、書面でな

くとも、「解雇する」とか「明日から来なくていい」とか口頭で伝えることでも結構で、い

ずれも解雇の意思表示になります。 
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一方的な解約という強力な手段ですので、労働者の権利保護のために強い制約がありま

す。つまり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は

無効、と法律で明記されています。 

条件を満たさない解雇は、経営者側には意外と大きなリスク生じることになります。解

雇無効ということは、解雇したはずの方が、実は解雇時点から遡って従業員としての地位

を有していたということになります。後から解雇無効と言われても会社の現実としては与

える仕事などない、しかし従業員であるからには賃金を払い続けなくてはならないという

状況に陥ることもあります。仕事を与えないのだから賃金を払わなくてもいいだろう、と

思われるかもしれませんが、これはあくまで労働者側の都合で仕事ができない場合に妥当

するルールです。労働者側としては働きますよ、労働力を提供しますよと言っているのに、

経営者側が仕事を与えないからそれができない、という場合には、労働者が賃金を受け取

る権利は残るわけです。 

ただ、解雇無効といっても、従業員側からすると、その地位を確保して賃金の支払いを

請求するという内容にとどまります。つまり、そこから一歩進んで「解雇前のポジション

に戻せ」という請求までは裁判所も認めてくれません。経営者側がその従業員をどう配置

するかは経営者の裁量に委ねられます。 

次に、解雇無効により職場に戻るという解決ではなく、解雇はそのままで、代わりに一

定の金銭を支払って和解がなされることがあります。解雇まで至るケースというのは、そ

の時点で従業員と経営者の関係が相当に悪化していることが多く、従業員としても解雇は

納得できないけれども本音では職場に戻りたくはないという思いがあったりします。なの

で、実際は金銭の支払いによって解決がなされるケースが多いと思います。その場合の支

払額の基準は、裁判実務上は６ヶ月〜１２ヶ月となります。 

解雇のリスクは以上のとおりですが、要はきちんと条件を満たした上で解雇すればいい

のだろうと言われればそのとおりです。しかし、この条件を満たすことは大変難しい話で、

ご説明する時間も全く足りないので詳細は踏み込みません。一例だけ挙げるとすると、従

業員の能力欠如で解雇というケースなら、仕事をこなす能力が不足していることが客観的

に明らかで、指導、研修などを施しても改善せず、将来的にも能力不足により仕事ができ

ないことが強く予想される、ということをきちんと証拠を揃えて立証していく必要があり

ます。そのハードルが高いため、解雇無効を主張されると裁判でそのとおり無効となるこ

とが多いです。概して、労働者側が納得しないような解雇は、大抵法的にも問題があると

言ってしまってもいいと思います。 

従業員に辞めてもらう際に、こういった紛争を防止するにはどうすればいいかという点

については、やはりきちんと話し合いをして従業員の退職の合意をとるのが適切というこ

とになります。従業員が自らの意思で退職する場合には、そもそも解雇ではないので先ほ

ど説明した制約もありません。従業員に納得してもらい、退職届を提出してもらうという

のが結局は紛争解決の近道となります。 

以上となります。ご静聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 
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第 4 回役員・理事会 

 

１．10 月、11 月の例会及び事業、行事計画 

10 月の予定  

1 日～3 日 (日)～(火) 親睦旅行 金沢・和倉温泉 2 泊 3 日 

6 日 (金) 振替休会 親睦旅行振替（定款第 8 条第 1 節） 

13 日 (金) 月初例会 第４回役員・理事会 

20 日 (金) 通常例会 外部卓話 国際的プロトコール 山本節子様 

27 日 (金) 通常例会 米山委員会卓話 

11 月の予定  

3 日 (金) 祝日休会 （定款第 8 条第 1 節）  

10 日 (金) 通常例会 会員卓話（眞々田会員） 

 17 日 (金) 振替休会 （定款第 8 条第 1 節） 

18 日 (土） 第 9 分区ロータリー
情報研修会 

場所：成田ビューホテル  

13：30 登録  14：00 点鐘  17：00 閉会 

 24 日 (金) 通常例会 会員卓話（諸岡市郎左衛門会員） 

・RI 会長代理 松宮様例会訪問（例会後懇談会開催の予定） 

※10 月 19 日（木）：9 分区ゴルフコンペ  千葉バーディーゴルフクラブ 

10 月 23 日（月）：地区大会記念ゴルフ大会 会場：藤ヶ谷カントリークラブ（千葉県柏市泉 2348）     承認 

２．成田交通安全協会より 29 年度賛助会費お願いの件 

 1 万円                                                承認 

３．分区ガバナー補佐予算に関する件 

ガバナー補佐予算 10 万円                                      承認 

４．成田商工会議所より協賛金のお願いの件 

平成 29 年度優良従業員表彰の協賛金 50,000 円                             承認 

５．第 9 分区ロータリー情報研修会の件 

登録料 全員登録＠2,000 円×74 名＝148,000 円 

１１月１７日（金）休会→１１月１８日（土）情報研修会へ振替                      承認 

 

出 席 表 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 10 月１日 
橋岡年度第１回ガバナー補佐会
議、研修会 

近藤 博貴、渡辺 孝 各会員 10月 4日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

松田 泰長、諸岡 靖彦、神崎 誠、齊藤 三智夫  
各会員 

10月 7日 
地区 RLI 第２回ファシリテーター
スキルアップ研修会 

深堀 伸之、齊藤 三智夫 各会員 10月 7日 
国際ロータリー第 2790地区 
第 6分区 ロータリー情報研修会 

小川 賢 会員 10月 10日 富里ロータリークラブ 

近藤 博貴 会員 10月 12日 地区会計基準検討会議 

成田 温、深堀 伸之、諸岡 靖彦、長原 正夫、 
神崎 誠、小岩井 学、小寺 真澄、石川 憲弘、 
角田 幸弘、堀口 路加、遠藤 英一 各会員 

10月 13日 2017-2018 年度 第４回理事会 

諸岡 靖彦 会員 10月 14日 
地区財務委員会、指名委員会、諮
問委員会、立法案検討委員会 

諸岡 靖彦 会員 10月 15日 地区青少年交換委員会 
 

 ： 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７４ ７１ ５３ １８ ７４．６５％ ７４．６５％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

※会員名簿訂正 

菊地 貴 会員自宅住所    〒268-0033 成田市花崎町 758-26 


