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♦会長挨拶         入澤会長 

皆様、こんにちは！ 

6 月に入りまして、

入澤年度の最終月

となりました。 

あと 1 ヶ月なんと

か頑張りますので、

ご協力のほどよろ

しくお願いいたし

ます。 

私が会長職をお引

き受けした時に私

に出来るかなと色々な心配事が有りまして、そ

の一つがこの毎週の挨拶です。 

そんなに、毎週毎週諸先輩方を前に何をお話し

たらいいのだろうか？と苦慮しておりました。 

最初の 1ヶ月位は 1週間前から考えてパソコン

の前で何度も挨拶文の下書きをして、という感

じでした。 

しかし、毎週の事でだんだん慣れてくると、そ

の場に行って適当に話せば何とかなるとだん

だん準備もしなくなるんですよね。 

しかし、下書きが無いと終った後に末広さんに

「会長、挨拶文を送って下さい」と矢の様な催

促が有り、後から思いだして書こうと思っても

適当に話過ぎて何を話したかを忘れてしまっ

ていたりするんです。 

そして、最終的に行きついたのはスマホを活用

するという事です。 

朝、目が覚めてベッドにいるうちに今日は何を

話そうかなぁと考えて、寝たままスマホでワー

ドを立ち上げて音声入力で下書きを作ります。 

最近の音声入力と言うのは非常に性能が良く

て、漢字変換も殆ど間違えずに入力できます。 

私のスマホはアンドロイドなのですが、基本で

入っている音声入力より Google 音声入力の方

が性能がいいので、そちらをインストールして

使っています。 

ただ、Google 音声入力の欠点は句読点が入らな

いという事なんです。 

よって、とりあえずおおよその文章を音声入力

で作りあげて、クラウドに保存します。 
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そして、出かける前にパソコンでその文章を開

いて内容を確認しながら句読点なども入力し、

末広さんにお送りするというパターンとなり

ました。 

この音声入力と言うのは非常に便利で、スマホ

にちょっとメモを残したいとか、運転中にライ

ンを送りたいという時にも活用しています。 

スマホで入力が面倒という方は、是非使ってみ

て下さい！ 

毎週毎週、私のくだらない挨拶にお付き合い頂

いていましたが、あと３回ですのであと少しの

お付き合いをよろしくお願い致します。 

そして、本日の例会も宜しくお願い致します。 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生祝） 

新井    5 日    青木     6 日 

杉下   25 日    栗原    13 日 

                    山根   15 日 

（結婚記念日祝）       陣内   25 日 

安田      6 日 

◆本日のプログラム 

卓話：外丸和之 R 財団委員長  

テーマ：働き方改革と外国人雇用 

いよいよ 6 月に入り、入澤会長年度の例会も本 

日を含めて残り 4 回となりました。 

 

本日は外丸会員の卓話で「働き方改革と外国人 

雇用」でした。 

 

 

 

 

2050 年には、人口の半分が 65 歳以上になる 

とか。働き手がどんどん減っていくなか、外国 

人が新しい担い手として期待されていますね。 

ただ、日本に来るのは、目一杯働いて稼ぎたい 

外国人がほとんど。そこで、残業時間が制限さ 

れたり、有給休暇をとらなければならない新し 

い日本の法律を、外国人労働者に正しく理解し 

てもらえるかはとても大切なことになってい 

るそうです。 

 同一労働同一賃金への理解など、難しい問題 

もあるようで、大変勉強になりました。 

外国人を雇用する機会も増えていくなか、労働 

条件の明文化はやはりとても大事なことだと 

思いました。 

 

♦定例理事会⑪ 

議題 1.新会員認証の件 

   松長由美絵様（入澤会員の紹介） 

  2.その他 
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♦次週予定 

6月 10日(月) 今年度各委員会委員長活動報告 

       入澤会長、木本幹事 

       各委員会委員長  車屋 

 

 
 

 

 

♦出席報告 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３９名 ３７名 ２名 ２６名(免 1 名含) ６８・４２％ ６８・４２％ 

本日欠席者：加藤君、川島君、後藤君、陣内君、瀬戸君、高岡君、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、湯浅君、吉田君、    メイク＝阿部君、永松君 

スマイル BOX 

入澤会長 

外丸様、卓話よろしくお願い致します。 

木本幹事 

お世話になります。 

外丸様、卓話よろしくお願い致します。 

青木君 

外丸様、卓話よろしくお願い致します。 

大和田君 

誕生祝、ありがとうございます。 

 

 

芝君 

外丸様、卓話よろしくお願い致します。 

前田さん 

お世話になります。 

外丸会員、卓話よろしくお願い致します。 

安田君 

外丸様、卓話よろしくお願い致します。 

 

スマイル BOX 本日￥7,000.-   累計\759,013.- 
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♦木下はるかさん（青少年交換留学生・ﾌﾗﾝｽ） 

＜5 月レポート＞ 

1.健康状態 問題はありません。花粉症も薬の

お陰か、マシになってきました。 

2.学校の状況（現地語習得状況）評価 5（良） 

 フランスはあと 2週間ほどで大きな試験があ

り、そのため 6/11 以降授業がなくなります。

なので、私が学校に行くのはあと 6 日間しか

ありません。本当にこのたった 10 ヶ月でこ

の高校のみんなが大好きで大切な存在にな

り、あと一週間しかこの学校に行けないこと

が、本当にさみしいです。帰国までの時間で

学校の友だちと映画行ったりお泊まりした

りする予定があるので、とても楽しみです！ 

こんなにもフランスの友だちのことが大好

きになれて、大切に思えて、嬉しいです。   

 3.ホストファミリーとの関係 5(良)～1(悪) 

評価 (5)  

ホストチェンジを 5/12 にしました！ 

 帰国まで短い時間ですが、ホストマザーは

同じ高校の英語の先生(担当ではありません

が。)、兄は同じ高校の一つ上でとても安心す

るファミリーです。弟も気さくで、よく喋る

ので楽しいです。両親は国際結婚で、お父さ

んがイギリス人です！もちろん家庭での主

な言語はフランス語ですが、お父さんが私以

外の家族に話しかけるときは、大体が英語で

す笑(私にはフランス語で話す、とロータリー

に言われているらしいです。笑) 言語の面で

は、今では私もお父さんもある程度フランス

語が話せるので、問題はありません。 

 学校のある中心から 15km くらいは慣れて

いる所に住んでいて、犬、猫、4 匹の羊がい

ます笑 学校から遠いので、毎朝毎晩兄と一

緒に車で行っています。車でお互いの好きな

音楽を流したり、色々な話しをしたりで、と

ても毎日が楽しいです！ 

6/8 からホストマザーが、仕事でアメリカに

行くので、その後はお父さん、兄、弟、私の

4 人で生活です！   

 4.ホストロータリークラブとの関係 

例会出席回数   1 回／月   

・ROTEX 行事がありました。フォレストアド

ベンチャーのような、森の中にアスレチック

がある所に行きました。 

  個人的に、高所が苦手なので、凄く辛かっ

たです笑 でもみんなにあえて、また昨年度

日本に交換留学していたえりちゃんにも会

えて沢山話せたので良かったです！ 

・Rotary Verdun 70 周年の誕生日会がありま

した。ヴェルダンのお城で豪華なデイナーを

戴きました！ 

・来週の 6/3 に私のプレゼンテーションがある

ので、頑張ります。   

 5.その他近況等の報告 

あと 1ヶ月もないうちにフランスを去らなけ

ればならないのかと思うと、本当にさみしい

です。さらに先程もお伝えしたとおり、学校

に行くのも 6日しかないことが信じられませ

ん。 学校は、一度も休んだことがないほど、

毎日行くのが楽しくて、みんなと会って話す

のが大好きでした。クラスメイト以外にも、

日本に興味ある友だちが話しかけてくれた

り、友だちが新しい友だちを紹介してくれた

り、今では本当に数え切れないほどたくさん

の友だちが出来ました。 思い出も沢山出来

ました。フランスに来る前は、学校のことが

色々不安だったのですが、そんなこと全く無

かったです！残りの学校生活一週間を大切

に過ごしたいです。 
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