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国際ロータリー･テーマ

ロータリーは分かちあいの心

今年度会長テーマ
ロータリーは楽しさを分かちあい
　 ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　新しい仲間の輪を拡げましょう　皆さまとともに

第2002回例会 2007.11.1

■会長報告 樺澤会長

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　林例会運営委員

この会場での例会は3週間ぶり
で、久しぶりの例会のため、本
日は報告事項が多いので、日付
順にご報告いたします。
10月12日には、地区の青少年育
成に関する会議が和敬塾で行わ
れました。
10月18日の2000回例会には、大勢の会員のご参加
をいただきありがとうございました。
10月19日には地区増強委員会によって会員候補者
との懇親会が行われました。
10月21日22日の親睦旅行では相羽クラブ管理委員
長、並びに委員の皆様大変ご苦労さまでした。
10月23日には、第3回の多摩分区連絡会が東京東
大和ＲＣをホストとして開催されました。
次に、地区大会についてですが、11月15日には皆
様のご参加をお願いします。
10月28日には、10月初旬に予定されていましたが
雨天順延で東京東村山ＲＣ杯争奪中学生野球大会

■斉唱：国家｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：村田会員

■お客様紹介：
　土方パスト会長

■幹事報告 河野幹事

■ガバナー事務所：
・次年度分区幹事の就任承諾書
　について
　分区幹事　戸澤忠会員
・浅川ガバナー｢地区指名委員
　会委員｣辞任の件
　RIより｢RI細則第13.020.6｣による通達によって
　辞任
・識字率向上･保健に関するアンケート
・ロータリー財団地域セミナープログラム開催の
　お知らせ
　2007年11月20日(火)
　登録　9時～10時　　セミナー　10時～17時
　於　ホテルパシフィック東京
・11月のロータリーレート　1ドル＝116円

の優勝決定戦が行われました。
本日11時から第5回の理事役員会を開催しました｡
次に一般報告を致します。11月6日に浅川ガバナ
ー感謝の会が、ガバナー補佐主催で開催されます
ので、私と幹事が参加します。
次に次年度の多摩分区幹事は戸澤会員に決定しま
した。戸澤会員においては大変ご苦労様ですが､
目時ガバナー補佐とよろしくお願いします。
ロータリー財団地域セミナープログラムの開催案
内がきておりますので、恵面財団･米山委員長よ
ろしくお願いします。
東京福生中央ＲＣから対人地雷の除去に関する常
任委員の神﨑会員に卓話依頼がきております。神
﨑会員よろしくお願いします。
宜野湾ＲＣは昨日ガバナー公式訪問だったようで
すが、夕方、パスト会長の宮城様から地区大会15
日には9人参加できるとのご連絡をいただきました。
木下友好委員長よろしくお願いします。
また、元東京東大和ＲＣの会員で分区幹事を務め
られました小松信夫様が10月25日ご逝去になりま
した。ご冥福をお祈りします。
また、東京ベイＲＣの元会長の高橋征夫様がお亡
くなりになったとの訃報を戴きました。ご冥福を
お祈りいたします。

◆ゲスト：
　津久井ＲＣ　山本芳昭様
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■ニコニコＢＯＸ 熊木クラブ管理委員

■皆出席：漆原会員

■出席報告 石山例会運営委員

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：3名
■前々回出席率
　メークアップ修正後：92.50％
■前々会メークアップ者：
　相羽会員　分区ゴルフ
　肥沼会員　所沢中央ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

42 36 1 3 92.50

・ガバナーノミニーの件
　2010～2011年度当地区ガバナーノミニーの候補
　東京江戸川ＲＣ　上野操君
・ロータリークリアランド寄付
　￥24,266　受領証の受理
・地区大会人頭分担金について
　12000円×2007年11月1日現在会員数
　(＝12000×42＝504,000円)
　11月13日(火)まで
■青梅ＲＣ：
　｢浅川ガバナー感謝会｣の案内
　2007年11月6日(火)　午前3時～
　於　パレスホテル立川
■福生中央ＲＣ：
　卓話依頼
　対人地雷の除去に関する常任委員　神﨑会員
　平成19年11月7日
　於　例会場｢幸楽園｣本館
■ロータリー財団：
　寄付速報8月、9月分の受理
■東村山市緑を守る会：
　第15回｢東村山秋の緑の祭典｣開催のあいさつ
　平成19年11月3日(土)
　於　全生園
■東村山警察署：
　平成19年｢秋の全国交通安全運動｣終了に伴う優
　良運転手功労者等の表彰式の案内について
　平成19年11月13日(火)　午後2時～
　於　東村山警察署　3Ｆ講堂
　｢警視庁交通部長賞｣受賞
■東村山商工会：
　第20回東村山サミットの開催について
　平成19年11月11日(日)　午前10時～
　於　天王森公園
■バギオ基金：
　2006年度事業報告書の受理と基金寄付のお願い
　について
■米山記念奨学会：
　｢米山学友の消息を尋ねる運動｣の協力について
　・老 潔慧(ロウ キワイ)
　・李 恩沃(イ オンオク)
　・劉 錦紅(リュウ ジンホン)
　・ベア・ジェフリー・ジェームズ
　・ハサン・ソイオダ・クシュル
　・李 炳夏(イ ビョンハ)
　・金 基玉(キム イオク)
　・蔡 碵文(サイ セキブン)
　・白 仁鶴(パク インハク)
　・イ ジヒョン
■葛飾東ＲＣ：
　地区大会事務局員派遣のお願いについて
　2007年11月15日(木)　午前11時
　於　ホテルニューオータニ本館1階｢橘の間｣

■武蔵野大学：
　政治経済学部誕生記念
　朝日教育再生フォーラムの案内
　2007年11月3日(土)　13:30～16:10
　於　草月ホール
■例会変更：
　東京秋川ＲＣ　11月15日→地区大会に振替
　東京あすかＲＣ　2008年5月27日(火)通常例会
■回覧：
　｢友｣インターネット　No.307～309
　武蔵野女子学院　ニュースレター
　所沢中央ＲＣ　週報
　小平ＲＣ　週報
　ハイライト米山　92
■アドレス変更：
　東京ワセダＲＣ
　rid2580@tokyowaseda-rc.jp
■社会を明るくする運動：
　｢市民産業祭｣における啓発活動の実施について
　19年11月10日(土)･11日(日)
　午前10時～午後4時
　ブースNO　C7

■ご結婚祝月：
　赤木会員、山本会員
　中島会員、高橋会員

　村田会員、中丸会員
　田中会員、北久保会員
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◆相羽会員：親睦旅行に多くの会
　　　　　　員にご参加戴き盛大
　　　　　　に実施することがで
　　　　　　きありがとうござい
　　　　　　ました。写真ありが
　　　　　　とうございました。
◆杦山会員：写真ありがとうございます。多摩分
　　　　　　区ゴルフ参加し、東村山優勝しまし
　　　　　　た。
◆肥沼会員、中島会員：
　　　　　　旅行の写真ありがとうございました｡
　　　　　　楽しかったです。
◆漆原会員：多摩分区ゴルフコンペで東村山チー
　　　　　　ムは優勝しました。ご協力ありがと
　　　　　　うございました。写真ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆中丸会員：旅行お疲れさまでした。
◆小林会員、石山会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆金子会員、北久保会員、隅屋会員、
　細渕会員、河野幹事：
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆當間会員、當麻会員、山本会員、目時会員、
　恵面会員、野澤会員、高橋会員：
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆樺澤会長、河野幹事：
　　　　　　クラブ管理委員会の皆さん、親睦旅
　　　　　　行の一切お疲れさまでした。ありが
　　　　　　とうございました。
◆山 本 様：いつもお世話になります。

本日のニコニコ合計： 72,000円
　　累　　　計　　：747,000円

■目時社会奉仕委員長
　11月10日11日産業祭
　ロータリーのPRについて
　対人地雷に合わせて物品の販売
　独自の品物を考えています。
　ご協力よろしくお願いします。
■山本青少年奉仕副委員長
　10月28日3中のグラウンドで中
　学生野球大会を開催しました。
　優勝2中、2位明治学園、3位明
　法中学の成績でした。

異文化経営とダイバーシティ・マ
ネジメント
多様性の時代のクリエイティブな
仕事のあり方

①自己紹介　AFSとロータリー
②問題意識
③異文化経営の理論的背景
④コミュニケーションから見た異文化経営と学会
　活動
⑤ダイバーシティ・マネジメントとは
⑥多様な能力を生かす雇用
⑦日本企業へのインプリケーションとマインドウ
　ェア
⑧クリエイティブな仕事のあり方と求められる人材

◆異文化経営
　多国籍、多民族、多文化の人々が構成する企業
　を経営し、ビジネスを行うこと
◆古典的なモデル　ホフステッドの5次元モデル
　・権力格差
　・個人主義/集団主義
　・男性度/女性度
　・不確実性回避
　・長期思考/短期思考
◆コンサルタントのモデル　トランペナーズの7
　次元モデル
　・普遍主義/個別主義
　・個人主義/集団主義

■委員長報告

■卓話

■会員誕生祝月：
　野崎(一)会員、村田会員
　恵面会員

■令夫人誕生祝月：
　町田会員、北久保会員

　優勝旗を渡し、無事終わることができました。
　東村山駅西口看板4つのテストを設置できまし
　たので見ておいて下さい。
■相羽クラブ管理委員長
　親睦旅行大勢のご参加ご協力を
　いただきました。ありがとうご
　ざいました。

■戸澤会員研修委員長
　11月1日(木)6:30より炉辺会合
　を行います。有意義な会にと思
　っています。大勢の皆様の参加
　をお願いします｡
■ゴルフ部　漆原会員
　10月22日多摩分区のゴルフ大会
　10名参加頂き、優勝することが
　できました。
　3/13我孫子での決勝戦に進みま
　すが皆様の協力をお願いいたします。

馬越恵美子様桜美林大学社会科学系教授
筑波大学客員教授

■紹介者：恵面財団･米山委員長
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■点鐘：樺澤会長

■第5回(11月度)理事・役員会

■10月度収支明細報告書：
　承認されました。

■12月6日(木)年次総会について：
　クラブ管理委員に一任

■指名委員会について：
　指名委員会の設置→承認
　指名委員の報告
　樺澤会長、河野幹事、町田副会長、相羽副幹事
　野崎会員、當麻会員、山本会員、土方会員
　中丸会員、野村会員、細渕会員

■新入会員について：
　溝井英征氏→承認(11/22入会式予定)

■クリスマス例会について：
　12/13(木)　モンヴェール　18:30～
　予算は昨年同様、詳細についてはこれから検討

■その他：
　戸澤分区幹事が正式に決定
　目時社会奉仕委員長　北海道物産の販売
　　　　　　　　　　　チラシ(地雷、ＲＣ広報)

　・中立的/感情的
　・特定的/拡散的
　・業績/属性
　・時間との関係
　・環境との関係
◆｢文化｣とは属性(ジェンダー・国籍・年齢・ハ
　ンディの有無など)、慣れ親しんだ価値観、コ
　ミュニケーションと深い関わり
◆コミュニケーションから見た異文化経営
　高コンテキストから低コンテキストへ
◆Y＝aX
◆形式知 VS 暗黙知
◆ダイバーシティ・マネジメント
　多様性を競争優位に結びつける長期的な組織変
　革プロセス
◆ダイバーシティの定義
　人種、性別、宗教、国籍、年齢、障害の有無の
　他、性的嗜好や価値観や個性も含まれる
◆｢異能｣を生かすマインドウェア
　多様性を活かし、異質性に配慮しつつ、チャン
　スの平等性を確保する
◆クリエイティブ・クラス
　・クリエイティブ・クラスとは、新しいアイデ
　　アや技術、コンテンツの創造によって経済を
　　成長させる機能を担う人々
　・コンピュータ、建築、エンジニアリング、生
　　命科学、自然科学、社会科学、教育、訓練、
　　デザイン、エンターテイメント、アート、ス
　　ポーツ、メディア、マネジメント、ビジネス、
　　財務、法律、医学、などの職業を指し、複雑
　　な問題解決に創造的に取り組む知識労働者
　・創造階級が好んで住む都市や地域が発展する
　・3つのT：
　　Talent(才能)
　　Technology(技術)　　→Diversity(多様性)
　　Totarance(寛容性)
◆新しい仕事のしかた　ワークライフ・インテグ
　レーション
　・ワークライフ・バランスは仕事と生活のバラ
　　ンスをとること
　・ワークライフ・インテグレーションは仕事の
　　中に自分の価値観を取り込む一体感
　　クリエイティブな生き方：ワークライフの同
　　時進行、垣根が低く、ともに楽しむ
◆国際競争力のある人
　・大きな視野と世界観、高い意志と意欲、多様
　　性の許容力
　・コミュニケーション力(英語を含む)　人間と
　　しての大きな器と包容力
◆これからの仕事に必要な人材：出る杭を育てる
　・WHYの文化へ　モチベーションを高める教育
　・成果＝能力×モチベーション　Y＝aX
　・多様性をエンジョイする教育、世界観をもつ
　　教育
　・ギャップイヤーとAFS
　・思考停止から思考活性化へ


