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第2404例会
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本日のプログラム
「お祝い行事」
「疾病予防と治療月間にちなんで」
辻 和英 会員

No.2247
12月13日のプログラム
「未定」
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
稲葉基高 様

例会報告（11/22）
出席報告
会員数 101名（内出席免除者14名）
出席者 77名（内出席免除者出席11名）
出席率 78.57％（前々回訂正後出席率92.93％）
ビジター 11名

お 食 事
松華堂一段，栗小豆御飯，吸物，茶碗蒸し

会長挨拶
皆様こんにちは。今週は，親クラブの岡山ロータリークラブから，Make Up 体験ということで，木村容
治会長様，村上博文幹事様をはじめ多くの方にお越しいただいています。あらためて歓迎申し上げます。
また，現在募集中の岡山東 RC 奨励賞のチラシをポスティングしております。幹事から説明がありますので
よろしくお願いいたします。
さて，秋も深まり，私が勤務する岡山大学のキャンパスも紅葉が進み，落ちたイチョウの葉で道が黄色
い絨毯を敷き詰めたかのような光景が見られ，桜が咲き誇る春とはまた違った美しい時期となり，多くの
方々が散歩したり，写真を撮ったり，絵を描いたりと，思い思いに楽しまれています。
今日は，何故秋に紅葉がおこるのかをお話ししたいと思います。冬に向かうにつれ，日照時間の減少と
気温低下がおこり，葉で起こる光合成の効率低下が顕著化しますので，落葉樹は自ら葉を落とし冬に休眠
する戦略をとります。日中気温が８℃を下回る時間の積算がそのスイッチと関係があるようです。スイッ
チが入りますと，光エネルギーを効率よく吸収する働きのある葉のクロロフィル（葉緑素）を分解して枝に
吸収することで徐々に緑色を消失します。葉にはもともと黄色い油溶成分のカロテノイドがあり，結果と
して黄色くなります。同時に葉と枝の間に壁を作って水や栄養分の供給を絶ち，落葉させますが，その過
程で，光合成によって生産されたグルコースが行き場を失い，最終的にアントシアニン（抗酸化成分ポリ
フェノール）と呼ばれる赤い色素が合成されることで赤くなります。すなわち，葉に残っているカロテノイ
ドと合成されるアントシアニンの量の割合によって，多様な色が生み出されています。イチョウは，アン
トシアニンの合成酵素を持っていないので，黄色い葉になります。日中気温が８℃を前後する寒暖差やグ
ルコースを作るための日差し，適度の水分などが，アントシアニンの合成，すなわち紅葉の色に影響する

ようです。
鮮やかな紅葉一色に染まるのも見応えがありますが，ロータリーのように様々な色合いが絶妙なハーモ
ニーを奏でる紅葉もまた風情があって良いと思います。来週末には，京都東ロータリークラブへの Make
Up ツアーおよび松下資料館・妙心寺退蔵院への職業奉仕研修が予定されています。東山や妙心寺の紅葉が
散らずに楽しめることを祈りたいと思います。
それでは今週も「親睦を深化し，一隅を照らそう」でお願いします。例会をお楽しみください。
幹事報告
１．このたび当クラブでは創立50周年を機に，奉仕活動をさらに充実させるために，岡山県内に学ぶ，
学業または一芸に秀でた学生の活躍を奨励する「青少年奨励賞」と，社会的に弱い立場にある人を
サポートする事業を手掛ける岡山県内の団体や機関を奨励する「福祉推進奨励賞」を設け，独自の
表彰事業を始めます。本日，「福祉推進奨励賞」の募集要項と申請書，参考事項記入シートをポス
ティングしておりますので，岡山県内で社会的に弱い立場にある人をサポートする事業を手掛けて
いる団体や機関がありましたらご推薦，ご紹介をお願いいたします。期限は12月10日までとなって
おります。
２．次週11月29日（木）は，例会休会（定款第８条第１節）となっております。次回例会は，12月６日（木）
です。
３．他クラブ週報を回覧いたします。
岡山 RC メークアップご来訪
岡山ロータリークラブより，会長 木村容治様を
はじめ11名の皆様がメークアップにお越しくださ
り，木村会長様よりご挨拶をいただきました。
委員会報告
●職業奉仕委員会 土岩剛志 会員
本日，カバヤ食品（株）へ職場訪問ご参加の皆様，例会終了後，当ホテルの駐車場にお集まりください。
13時45分にバスが出発いたします。マイカーで行かれる方は，14時20分までにカバヤ食品（株）へ到着する
ようお願いします。カバヤ食品（株）正門右手に守衛室がありますので，そちらで手続きをして入場をして
ください。私も正門で待機しています。
●出席委員会 横田亮 委員長
次週，11月30日（金）の京都東ロータリークラブメークアップ研修をいたします。引き続き職業奉仕委員
会にツアーをお渡しし，職場訪問研修としての松下資料館視察，翌12月１日（土）の妙心寺退蔵院での法話
拝聴に参ります。参加人数は19名，集合は11月30日（金）午前9時，岡山駅新幹線改札口前となっております
ので，遅れないようによろしくお願い申しあげます。
●ゴルフ同好会 小橋雅治 親睦活動副委員長
次回12月２日（日）倉敷カントリー倶楽部で行われます第５回例会ですが，９時10分集合です。昨日倶楽
部よりキャディが８組にうち４組しか用意できないと連絡ありました。キャディ付きにしてほしいという
方はこの後小橋までご連絡ください。また，煩悩の会改めレベルアップ例会を２月23日（土）東児が丘マリ
ンヒルズ GC にて開催いたします。

11月22日のプログラム

「数珠つなぎ“この会員のこんな話を聞いてみたい！”シリーズ」

影山修司 会員
安藤究真 会員

●「外国人労働者について」 影山修司 会員
本日，外国人労働者について卓話をさせていただきます。
外国人が日本へ入国する際には，日本の外務省が発給する在留資格（ビザ）が必
要となります。このビザには，日本で就労し報酬が受け取れる23のビザと就労が
認められない５つのビザがあります。
平成29年に入国した外国人の数は，約2,740万人となっております。そのほとん
どは，就労が認められない観光客などに発給される短期滞在ビザでの入国となっ
ており，爆買いをする中国からの入国者などがこのビザとなっております。
また，平成29年10月現在の外国人労働者の数は約128万人となっております。そのうち46万人が活動制限
の無い永住者などの資格を取得している方ですが，残りの約82万人は活動制限のある在留資格となってお
ります。
在留資格を有する外国人には「在留カード」が発行されています。この在留カードには，氏名・生年月
日・在留資格・就労制限の有無・在留期間等の情報が示されております。在留カードに示された以外の活
動をすると資格外活動となり，在留期間が切れた者は不法滞在者となります。このような外国人を雇用す
ると企業にも罰則がありますので，外国人を雇用される場合は必ず在留カード等を確認して下さい。
ご清聴ありがとうございました。次は安藤会員「外国生活の楽しみ方」などよろしくお願いいたします。
●「海外で働きながら暮らす」 安藤究真 会員
2015年にベトナムで子会社を設立，以来，日本とベトナムと双方で就労してい
ます。海外で働きながら暮らす実態をお話しできれば，と思います。
会社の設立は，投資法および企業法に則り，書類と資本金を用意すれば，設立
することができます。手続きにはおよそ３〜９ヶ月，設立には10,000米ドル程度
の手数料が必要です。設立後は，代表者であっても，外国人は「労働許可証（ワー
クパーミット）」を取得する必要があります。そして，「一時居住許可証（テンポラ
リーレジデントカード）」が発行され，これが査証（ビザ）の代わりとなります。
それでは，現地での生活はどんな感じか，いろいろな観点からご紹介します。
お金：ホーチミン市の労働者の平均所得は10,370,000ドンです。10,000ドンが約50円です。国家最高紙幣は
500,000ドン（約2,500円）です。
食事：屋台（路上）で購入すると，大体10,000〜20,000ドン程度で何でも買うことができます。
言葉：共用語はベトナム語ですが，北部・中部・南部で発音の違いがあります。
移動：主にバイクです。車は関税が100％かかることと，駐車スペースがほとんどないため，一部の人のみ
が所有しています。HONDA のバイクは一番人気があり，価格は日本で購入する場合と差があまり
ありません。そのため，家族や親戚からお金を借りて購入したり，ローンを組んだりします。そし
て修理不能になるまで乗り続けます。私も免許証を取得して，毎日乗っています。公共バスは，１
回5,000ドンです。これはペットボトルの水１本，バイクの駐輪代と同じです。長距離の移動は，バ
スまたは列車になります。寝台が付いたバスや列車は，意外に快適です。
なお，ドイツの調査会社の統計によると，駐在員が暮らしやすい国や地域の第14位にベトナムはランク
インします。日本は42位だそうです。
来年の５月に，国際奉仕・青少年奉仕委員会の合同事業がベトナムで行われます。ぜひ，熱いベトナム
を体感していただけましたら幸いです。

優良企業事業所訪問「カバヤ食品㈱岡山工場」
（11/22）
11月22日（木）例会終了後，職業奉仕委員会企画による優良企業事業所訪問が行われ，会員28名が参加し
て「カバヤ食品（株）岡山工場」を訪問いたしました。
カバヤ食品株式会社は1946年に設立され，1991年に岡山工場を現在地に新築移転し，関東工場増設，関

東第二工場も新設。事業内容はご存知の通り，チョコレート，ビスケット，玩具菓子，清涼菓子などの製
造販売。工場見学では，創業当時よりのお菓子はもちろん書籍やポスター，そしてコラボの玩具菓子まで
歴史を感じる博物館のようでした。少しばかりタイムスリップいたしました。
また，ISO9001品質マネジメント認証ならびに ISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得。安心・
安全な食品の提供かつ環境保全活動に積極的に取り組まれていること，そして子育て支援企業の認定証
『くるみん』を取得され，あわせて職場環境の整備に注力されていることはとても勉強になりました。カバ
ヤ食品（株）岡山工場の皆様には，ご丁寧なご対応を賜り素敵なお土産まで頂戴し，深く感謝申し上げます。

カバヤ食品（株）岡山工場 訪問の皆様

麻雀同好会「東風の会」
（11/22）
11月22日（木），ロイヤルマージャンクラブにて本年度第２回競技会が会員16名の参加のもとで開催され
ました。時間制での東南戦３局での競技では，参加者が持ち点に応じて卓を囲み，牌力を競い親睦を深め
ることができました。優勝は，オーラスで華麗に逆転ツモを決めた齊藤博臣パスト会長，準優勝は，終始
リードを保った石井パスト会長，３位は，当初の失点を取り戻した横手会員でした。次回もご参加よろし
くお願いします。

［文章・写真提供：佐藤英明 会員］
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横手典明 会員

ゴルフ同好会（11/23）
11月23日（金）後楽ゴルフ倶楽部にてゴルフ同好会第４回例会が開催され，総勢29名が参加されました。
肌寒い一日でしたが，紅葉の美しい景色を見ながらのプレーは心休まる例会でした。午前中は寒く，皆様
がスコアを崩される中，友野会員が優勝なさいました。おめでとうございます。また，みのる・両備杯も
同時に開催されており，更井パスト会長準優勝，舟橋会長が３位と多くの方が入賞されておりました。楽
しい一日になったのではないでしょうか。次回の例会にも多くの方の参加お待ちしております。
またレベルアップ例会を２月23日（土）東児が丘マリンヒルズ GC にて開催いたします。こちらも皆様奮っ
ての参加をお待ちしております。

［文章提供：小橋雅治 親睦活動副委員長］
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特集

京都東 RC メークアップツアー
☆職業奉仕研修旅行☆（11/30〜12/1）

11月30日（金）〜12月１日（土）に出席委員会と職業奉仕委員会の合同事業として，舟橋会長はじめ
会員20名の参加で京都東 RC メークアップツアーおよび職業奉仕研修旅行［松下資料館・妙心寺退蔵
院への職業奉仕研修］が行われました。
〇１日目
岡山から新幹線で京都に到着。ウェスティンホテルバスにて京都東 RC 例会場のウェスティン都
ホテル京都へ。京都東 RC メークアップは，格調高い伝統あるクラブの例会の雰囲気，運営内容な
ど勉強になりました。その後，「松下資料館」を視察，松下幸之助翁の経営者・リーダーの条件，人
材育成の考え方にはあらためて気づかされることばかりでした。お待ちかね，夜の懇親会は京都祇
園の「美登幸」にてお座敷での上品な京料理を堪能。祇園ならではのサプライズ企画もあり，とて
も楽しく親睦を深めました。
〇２日目
ホテルで朝食を済ませ，タクシーで臨済宗大本山妙心寺退蔵院へ，寺院拝観とあわせて副住職 松
山大耕様のご法話を拝聴。（松山副住職には10月11日に例会にお越しいただきました，あらためての
ご高話に感銘いたしました。）方丈（本堂）を取り囲む庭園は紅葉に彩られて，とても美しい景観でし
た。お昼は，妙心寺にて懐石料理をいただき，タクシーで京都駅へ移動。京都駅での自由行動の後，
新幹線で岡山に戻りました。
２日間にわたった京都東 RC メークアップツアーおよび職業奉仕研修旅行，横田出席委員長，菅
野職業奉仕委員長はじめ各委員会の皆様，ナビゲーターの横手会員には大変お世話になり厚く御礼
申し上げます。

１日目

京都東 RC 例会での舟橋会長挨拶

京都東 RC とのバナー交換

京都東 RC 例会場にて集合写真

松下資料館遠藤館長のご講話

松下幸之助翁のお写真とご一緒に

藤岡会長エレクトより御礼挨拶

祇園「美登幸」にて京料理を堪能

美味しいお酒を嗜みました

都おどりやお座敷遊びで楽しい懇親会

２日目

妙心寺退蔵院にて松山副住職のご法話を拝聴

妙心寺方丈を囲む名園を拝観

松山副住職を囲んでの記念写真

ゴルフ同好会（12/2）
12月２日（日）第５回ゴルフ同好会例会が，倉敷カントリー倶楽部にて快晴で紅葉も残る中，開催されま
した。倶楽部の月例とも重なりグリーンコンディションが難しい中，28名の参加者が交流を深め一喜一憂
しながら全力でプレーをして参りました。優勝者は，ニアピン賞も取られました横手会員で，ご年齢と共
に上達される様は見習いたいと思います。
次回は，１月26日（土）岡山ゴルフ倶楽部 帯江コースにて50周年記念の冠も戴き，多くの賞品もご用意し
開催いたします。お誘いの上，多くの皆様方のご参加を心よりお待ち致しております。

［文章・写真提供：末藤 達也 会員］
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写真同好会 写友「輪影」忘年会（12/3）
12月３日（月）18時30分より恒例の写友「輪影」
の忘年会が，顧問の津嶋先生をお招きして，山田
会員の「山留」で賑やかに開かれました。新しく
入会した９名のうち６名を含む38名（同好会総勢51
名）のメンバーが出席いたしました。糸島写友「輪
影」会長の挨拶に続き，顧問の津嶋先生から春の
写友「輪影」展の秀作発表と講評があり，津嶋賞
には大塚学会員の「猫と蟹」が選ばれました。今
回は全体的にレベルアップされて候補作品が多く
あり，選ぶのに苦労したことや，受賞作品が難し
い二等分割法で空間の間を写し出しているなどの
講評がありました。宴会では「山留」自慢の鴨す
きなどの美味しい料理に舌鼓を打つとともにビンゴゲームなどして楽しいひと時を過ごしました。お世話
になった山田会員ご夫妻に厚く御礼申し上げます。
［写真提供：山田泰照 会員］

12月の月間行事予定
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（倉敷 CC）
和英 会員

３日 ・写友「輪影」忘年会

・
「未定」
 岡山済生会総合病院，特定非営利活動法人 ６日 ・第６回理事会
ピースウィンズ・ジャパン

稲葉基高 様 ９日 ・次期クラブ R 財団委員長研修会

20日特別例会

・年末家族特別例会
（岡山プラザホテル）

27日例会休会

・定款第８条第１節による休会

（出雲ロイヤルホテル）
16日 ・囲碁同好会
（アークホテル岡山）

12月の月間メニュー
６日通常例会

・
（ミリオンダラーミール）
フィレカツカレー，サラダ，コーヒー

13日通常例会

・カップスープ，
（加工）
牛ロースステーキ 温野菜 デミグラスソース，ライス，デザートとフルーツ

20日特別例会

・年末家族特別例会
（岡山プラザホテル）

27日例会休会

・定款第８条第１節による休会

