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会長の時間

2118 回 5 月 23 日

本日の例会第

５月１６日
飯室

◇ソング「奉仕の理想」
◇卓話「野菜について」
担当：西田会員
「事務局員となり半年が過ぎて」
事務局：平岡 里夏

会長

南大門ＲＣ３０周年記念式典
ソウル南大門 RC 創立３０周年記念式典に出席
５月１４日

今

週

の

動

出席者 尾崎公宏氏・辻井正房氏・前田暁信夫妻

き

中川廣司夫妻・山内久生夫妻・飯室正樹夫妻の１０

5/23（金）北摂 12ＲＣ現・次会長・幹事会
於）千里阪急ホテル パオーレ
飯室会長・北畑幹事
佐藤次年度会長・西田次年度幹事
5/24（土）青少年奉仕部門ワークショップ
於）大阪ＹＭＣＡ会館 東谷会員

人で関西国際空港から大韓航空機で金浦国際空港よ
りコエックス インターコンチネンタルホテルに到
着。暫く休憩後、元会長孫さんが 我々を向かいに来
られ式典会場へ。 本来は船上で行われる予定でした
が、セォル号海難事故の為自粛して川岸のレストラ
ンで行われました。

5 月

次週例会予定

さん

30 日

Ｍim-ji

６０歳前の若々しい方で歌を歌った時は非常

に声量のある方でした。互いに記念品の交換に韓国

◇卓話「地域活性化事業について 」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：松尾

会長は女性の Kang

からは釣鐘、日本からは日本人形ガラスケース付き

勝代氏

担当：中尾会員

で、皆さんから感動のどよめきが有った。親睦会で
は我々は、故郷荒城の月を前田さんの奥さんのリー
ドのもとに歌い、司会者から前田さんの奥さんの独

会
例会日の出席
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唱を求められ、上を向いて歩こうを歌われた。

幹事報告

北畑

幹事

本日のゲスト
ゲストスピーカー：

1.

本日例会終了後、次年度理事会を開催します
ので、出席予定の方は宜しくお願い致します。

みずほ法律事務所

弁護士

土佐

剛太氏

米山奨学生：
ラマナナリヴォ・ミハリ・フィデラナさん

2.

例会変更のお知らせ
★大阪大淀ロータリークラブ
12：30～

⇒

委員会報告

2014 年 5 月 22 日(木)

＜例会時間変更＞

18：00～（夜例会）

＊第 2000 回にあたり、記念例会を開催する為

§次年度出席委員会

木原

委員長

5/30 に出席委員会を開催致しますので、出席予
定の方は宜しくお願い致します。

3.

ビジターフィー変更のお知らせ
★大阪北ロータリークラブ
§出席委員会

2014 年 5 月 14 日(水)より
現行：4,200 円

⇒

西田

委員長

変更後：4,300 円
次週の卓話を岩城会員の体調不良のため、急きょ
私西田と事務局平岡さんで１５分ずつさせて頂く

次年度理事会報告

西田

次年度幹事

ことになりました。そのため、平岡さんは例会場
で皆様と一緒に食事をとるため、12：40 から受付

1.組織図の件

承認

が空席となりますが、ご理解のほど、よろしくお
願い致します。

新入会員については、
クラブ研修委員会

→会員選考委員会

増強・退会防止委員会

→職業分類委員会

会員組織部門長（辻井会員）→理事会に提出
2.絆ボックスの件

承認

§その他
6/1（日）に第３回

宮田

会員

淀川わいわいガヤガヤ祭が開

継続事業

催されます。屋台村やフリーマーケットなど、色々

年初に募集し年間通しでする

なイベントをします。

２か月に１回で、支払いは個人個人で振込みし

又、本田圭佑選手を教えた田中先生が、小・中学

て頂く

生を集め練習試合等もいたします。
皆様、ふるってご参加お願い致します。

3.その他
①印刷屋の件

承認

米山奨学金の授与

吹田ＲＣ及びメイプルＲＣの利用している業
者・及び山形屋印刷（現印刷屋）の移転先にて
相見積りを出し価格の安いところに発注する

米山奨学委員の東谷委員長より、奨学生のラマ
ナナリヴォ・ミハリ・フィデラナさんに奨学金
が授与されました。

②交換留学生カウンセラーの件
佐藤会長がカウンセラーになる

承認

③会長基本方針の件
５月末までに文章にて発表

承認

よって、企業の従業員が、職務上知り得たことに
ついて不適切な内容の発言をした場合、あっとい
う間にこの内容が拡散してしまうわけです。
このようなソーシャルメディア上で不適切発
言をする従業員には、自分の発言が企業の信用を
揺るがすような大問題に発展する可能性がある
ことの意識がありません。したがって、企業とし
ては、地道な方法ではありますが、ことあるごと
に従業員にソーシャルメディア上の発言の危険
性について説明し、従業員の意識を高め、その自
覚を促すことしかないでしょう。
あと、従業員が私生活上で不祥事を行ってしま

米山奨学生スピーチ
先日、2 泊 3 日で春のライアに参加しました。

った場合の企業の対応についても検討したいと

高校生から 30 歳位までの社会人まで参加し、

思います。

友達もでき、後日また会う事となりました。

例えば、ある会社の社員が帰宅途中に犯罪を行

大変、勉強にもなり友達もでき有意義でした。

い、逮捕されてしまった場合、会社はどのような

今後も積極的にロータリーの行事に参加して

懲戒解雇処分をとることができるでしょうか。

いきたいと思います。

当然に懲戒解雇にすることができるとお考えの
方が多いでしょう。しかし、法律の考え方は、懲
戒処分というものは、あくまで企業秩序を維持す

卓話「労働管理のリスクマネジメント」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：みずほ法律事務所
弁護士

土佐

剛太氏

担当：北畑

会員

るために行われるものですから、犯罪に関してい
えば、業務に関係する犯罪、あるいは業務中に犯
した犯罪であれば懲戒処分の対象となりますが、
業務と関係ない犯罪の場合、当然に懲戒処分の対

今日は労務管理のリスクマネジメントという
テーマで、本当はあってはならないのですが、従

象とはなりません。懲戒処分の可否の考え方の出
発点は、あくまでここになります。

業員の方が不祥事を起こした、あるいはトラブル

では、懲戒解雇は不可能なのでしょうか。

に巻き込まれた、といったケースで企業はどのよ

この点、就業規則に「会社の名誉・信用を著しく

うに対応すべきか、ということについて、お話さ

害したとき」などという文言の懲戒解雇事由が定

せていただこうと思います。

めてあり、かつ「当該行為の性質、情状のほか、

今は少し落ち着いてきていますが、去年は従業
員やアルバイトの不祥事としてソーシャルメデ
ィアといわれるツール、具体的にはツイッターや
フェイスブックで職場での不適切な画像をアッ
プするということが大問題となっていました。ツ
イッターやフェイスブックなどはメールと違い、
自分の書いた文章や写真を多数の人がある程度
自由に見ることができるようになっているもの
であるため、場合によっては、自分の書いた内容
を全く自分の知らない第三者が見ることが出来
てしまう道具なのです。

ニコニコ箱

会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に
占める地位、経営方針及びその従業員の会社にお
ける地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断し
て、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影
響が相当重大であると客観的に評価される場合」

飯室会長：南大門ＲＣに多くの方に出席頂いて。

でなければなりません。

茶橋会員：お土産ありがとうございます。

企業として厳格な処分を下さざるを得ない場
面があることは十分理解できます。ただ、その場

東谷会員：先週、お休み頂いて。お土産ありがと
うございます。

合は、十分に事実関係を聞き取り、聞き取った事

和泉会員：南大門訪問ご苦労様でした。

実が上記基準に該当するか検討し、被処分者に弁

川西会員：韓国のお土産ありがとう。

明の機会を十分に与える、ということが重要にな

木原会員：稲垣先生にお世話になって。韓国お土

るわけです。
今日は企業のリスクマネジメントという観点
でお話させていただきました。最後までお聞きい
ただき、本当にありがとうございました。

産頂いて。
北畑会員：卓話の時間をいただきまして。
國澤会員：久しぶりの例会です。出席委員の方、
申し訳ありません。
宮田会員：お土産ありがとうございました。
中尾会員：お土産頂きありがとうございます。
南大門ＲＣ訪問、お疲れ様でした。
西田会員：韓国のお土産を頂きありがとうござい
ます。
下村会員：韓国のお土産ありがとうございます。
樋上さんへ：今夜の演奏頑張ります。
いつもご支援ありがとうございます。
辻井会員：先週は例会を欠席しまして。南大門Ｒ
Ｃ３０周年訪問で同行者皆様にお世
話になりました。
横田会員：ソウル南大門ＲＣ訪問おつかれさまで
した。お土産ありがとうございます。
吉岡会員：お土産頂いてありがとう。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

１，０３９，１３１円

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

