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 第２８1９回 例会 

 ○ ソング「背くらべ」 

 〇 第４回 I.D.M. 発表 

 

 

  ５月３１日（金） 

 ○ ソング「ロータリーって何だろう」 

 〇 卓話「ロボット胃癌手術について」 

     和歌山県立医科大学第2外科 

           尾島 敏康 様 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 
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例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年５月１７日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ５月１７日   出席４６名  ホームクラブ出席者５７．５０％ 

 ４月２６日   出席総数出席５７名（免除会員含み）確定出席率：７６％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席７名） 

副会長挨拶 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告（代理：北畑博史副幹事） 

本日は三木会長を初めとして7

名の会員が姉妹交流のため済

州島に行かれましたので、会長

予行演習ということでご挨拶さ

せて頂きます。 

 

さて、今まさしくIDMにおきまし

て、先週金曜日から各班にて協

議を頂いております内容の一つ

がこれからの国際交流のありか

たについてであります。 

昨今は接待がエスカレートしてきておりまして、本来の奉仕

活動自体がないがしろになっているのではという意見もで

ております。 

次年度(今年7月から)新済州RCは40周年を迎え、岡山RC

は55周年を迎えます。 

ですので、次年度は合同事業としてマッチンググランドでそ

れぞれの姉妹先にて事業をし、翌年(来年7月から)は私ど

ものクラブが60周年ですので、和歌山にて事業を行うなど

という案もあり今回の訪問で方向性を模索するものと思わ

れます。 

 

また、井口６０周年実行準備委員会委員長より掲げられま

した記念事業の内容についても各班にて議論をして頂け

ているものと思います。 

 そんな中、紀州東照宮和歌祭り支援について事業部会

にて検討をしておりましたところ、岩橋会員より升席を手配

頂きまして8名で参加させて頂きました。 

私も恥ずかしながら初めての参加でありましたが、素晴らし

い誇れる祭りであり、今後町興しという意味でも是非当クラ

ブとして関わっていきたいと感じました。 

 

IDMは本日開催が最終の班です。 

来週、皆さんが議論を重ねて頂いた発表を楽しみにして会

長代理挨拶とさせて頂きます。 

本年度からは何もありませんが

次年度より一件ご報告致します。 

次年度の会員手帳が届いておりま

す。受付に置いていますのでご入

り用の方はお持ち帰り下さい。尚、

４０部しか発注しておりません。不

足した場合追加発注しますのでよ

ろしくお願い致します。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

卓 話 

「わが社の外国人雇用

の取組について」 

 

 野村 壮吾 会員 

  

 

 皆さん、こんにちは。本日は、卓話の機会をいただき大変

ありがとございます。 

さて、本日は「当社の外国人雇用の取組について」というこ

とでお話しをさせていただきます。その前に少し当社の概

要を説明いたします。昨年、２月に職場見学会ということで

会員の皆様に当社を見ていただいたとおり、事業内容は、

金属加工業です。鉄板に穴を開けて、曲げ、溶接、組立を

して和歌山市内の三菱電機様へ出荷しています。従業員

は、現在１０１名で正社員が５０名、パート７名、技能実習生

１３名、派遣社員３１名となっており、このうち外国人は、１８

名在籍しています。 

 外国人を雇用するきっかけは、１９９６年にAOTS（海外産

業人材育成協会）を通して、中国、天津より２名の研修生を

受け入れたのが最初です。当時、日本国内では、産業の

空洞化が取りざたされており、得意先も中国に進出するな

どの動きがあり、当社としても海外（中国）の事情を収集す

る必要があったため受入を開始しました。当時の研修生

は、１年ほどの来日で国営企業の職場リーダーが日本の

進んだ技術を学び、自社に帰ってそれを社内に展開する

ことが目的でしたが、まだ、その当時は中国国内に高度な

生産設備は普及しておらず、なかなか研修の成果を生か

しきれていなかったようです。この制度は、７年続けて一旦

終了します。その後、２００４年に元AOTS研修生から手紙

をもらいます。彼は、もう一度日本でしっかりと勉強をしたい

ということでした。ついては、技能実習生という制度があり、

それは３年間日本に滞在できるのでしっかり勉強できるとの

ことです。当社もその当時、業績が上向きで人手の確保が

必要であったため技能実習生の受入を開始しました。これ

が現在も続いていて、この制度で現在１３名雇用していま

す。その他に、社員として３名、派遣社員として２名の外国

人を雇用しています。 

 外国人を雇用した結果、一番のメリットは、技能士資格取

得の全社的な取組体制が出来たことです。これは、技能実

習生が３年間日本に滞在するためには、まず、来日１年目

で基礎級の技能検定に合格する必要があります。この技

能検定に取り組む外国人の姿を見て、現場の日本人社員

が刺激を受け、自分達も技能士資格にチャレンジするよう

になりました。２００６年以来、毎年数名の当社社員が受験

し、現在１級工場板金技能士が１４名、２級が１２名在籍す

るようになりました。この資格取得者数は、和歌山県内でも

多い方だと自負しています。現在、間接部門の検定試験

受験に横展開して、幅広く知識を学ぶ風土が根付いてきま

した。もう一つのメリットは、社内コミュニケーションが良く

なったことです。これは、２０１４年よりタイからの実習生を受

け入れたところ、若手社員との相性が良く、仕事だけでなく

ボーリング、ソフトボール、フットサルなどのチームを作り、

社外チームとの交流試合に参加することで、団結力が強く

なり社内の風通しも良くなりました。また、先輩、後輩の関

係で、技能検定合格のための勉強会も出来るなど後進育

成の雰囲気が出てきました。社内コミュニケーションが良く

なると、各職場間の連絡が密になり、生産性向上にも一役

買っています。 

 一方、デメリットは、「言葉の壁」です。技能実習生は、来

日前に母国で半年ほど日本語の勉強をしてから来日する

のですが、基本的な日常会話が出来る程度で、日本人が

話す言葉のスピード、方言などについて行けません。また、

非漢字文化圏の外国人は「漢字」の習得が大変です。当

社では、毎朝、１０分程度の漢字の勉強会を実施して、漢

字の習得に力を入れています。もう一つのデメリットは、技

能実習生の場合、日本での滞在時間が限定されているこ

とです。彼らが頑張って技能を修得しても、母国での活躍

ということを前提にしているため、実習終了後は日本でその

技能を発揮して、日本国内で活躍することができません。

当社では、毎年４名の実習生を受け入れることで、一定の

外国人労働力を確保できるのですが、さらなる成長を望む

者に応えることが出来ません。しかし、今年の４月から「特

定技能」というビザが出来ました。これは、就労ビザでは許

されていない製造現場の単純労働に従事することが可能

で、本人の実力次第では長年（５年以上）の就労が可能で

雑誌・広報委員会 

庵田正二委員 

5月は青少年月間です！ 

RI会長メッセージには：IAC.RACを提

唱すれば若者たちに行動を起こし、

リーダーとなりグローバルな視点を得

るための手段を与える事ができます。 

彼らのストーリーを地域に発信しま

しょう。 

☆5月号には、特集「考えよう。海洋プラスチックごみ」日本

の英知が期待されています。 

そして、「友愛の広場」に田中章慈会員のコラムが掲載され

ています。 

委員会報告 

友愛の広場 

職業奉仕に 

「難しい」は不要です 

和歌山南 田中章慈 
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奥様誕生日・・・前畑君 

 

藤林君・・・北芝さん 昨夜はごちそうさまでした。 

大野君・・・5//14（火）ダイワロイネットホテルサンクシュ 

               エールでIDMを実施させて頂きました。 

               リーダー嶋谷会員当番大野。 

野村君・・・本日 卓話させていただきます。 

                よろしくお願いします。 

岩井君・・・三木会長不在ですがようやく今シーズン巨人に 

                勝たせて頂きました。 

                海堀先生ごちそうさまでした。 

中村（和）君・・・和歌祭ご覧頂いてありがとうございました。 

柘植君・・・三木先生、越部さん お世話になりまいしてあり 

       がとうございます。 

北芝君・・・IDM御利用ありがとうございました。 

前嶋君・・・北芝会員おいしいお肉ありがとうございました。 

戸井君・・・小野さん、当日賞 横取りしてすみませんでし 

       た。 

窪田（哲）君・・・途中退出申し訳ありません。となりの部屋 

          でJAバンクの大会に参加しています。 

IDM残金・・・3班 

IDM残金・・・6班 

５月お誕生祝 

５月奥様お誕生日祝の前畑泰洋会員です。 

す。今後、当社はこのビザでの外国人を採用しようと考えて

います。 

 今回の卓話の前に、当社の外国人からのヒアリング結果

をお話しします。来日の動機、きっかけは、やはりお金を稼

ぐこと、日本に興味があったことでした。それで来日して一

番困ったことは、言やはり言葉、特に漢字。女性は、いじめ

られたことがあるという話がありました。都会の暮らしと田舎

の暮らしはどちらが良いですかと聞くと、ほとんど皆が田舎

の暮らしが良いという返事でした。理由は、自然がいっぱい

で、空気が良いと。遊ぶのは都会、住むのは田舎が良い

と。また、異口同音に日本語をもっと上手になりたいというこ

とでした。最後に１０年後あなたはどこにいますか？と尋ね

ると、８割くらいが和歌山にいる、いたいということでした。 

 日本全体の人口が減少し、２０５３年には１億人を切るとい

われている現在、日本の国力を維持するには生産性の向

上が不可欠です。ITやAIが発達して製造現場の生産性向

上を支えることは間違いないと思いますが、それだけでなく

やはり人間の力が必要な分野があると考えます。これから

は、中小企業といえども日本人、外国人と分け隔てて考え

ることなく、優秀な人材の採用、雇用、育成を求められる時

代です。今後、当社は日本人に固執することなく優秀な人

材確保という観点でグローバルに人材を採用していく方針

です。今回の卓話が、何かしら会員皆様のお役に立てば

幸いです。長時間にわたりご静聴いただきありがとうござい

ました。 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

親睦委員会メンバー 

韓国：新濟州RC訪問 5月17日～19日 

2019年3月15日～17日の日程で姉妹クラブの韓国：新濟

州RCに三木会長始め7名で訪問しました。 
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