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・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎クラブ研修委員会アワー

　　久寿米木和夫　委員長

　　中川　彰伸　副委員長

　皆さんこんにちは。昨日は、宮崎県議会議員の

選挙投票日であり、新しく議員が選出されまし

た。同様に、全国で同じように地方議員や、市長、

知事選挙が行われましたが、「投票率の低さ」が

問題視されています。宮崎市では、過去最低の投

票率（33.62％）であったようです。なぜこんな

に低いのでしょうか？私なりに考えてみました。

「議員さんの資質の問題」「議員報酬の件」などを

理由に政治に対する無関心さ、投げやり（どうせ

誰がなっても同じ）な気持ち、政治不信により、

投票しない人がいるのではないか。ではどうすれ

ばよいのでしょうか？

　政治に関心を持つことでしょう。熱心な議員さ

んからすれば、市民はもう少し議会を傍聴してほ

しい。議員活動をもっと厳しく見なくてはいけな

いのではないでしょうか。市民のレベルで考える

のは、市・町・村議会議員さんの仕事であり、県

議や国会議員に至っては、選挙区を超えて、大き

な視野で議員活動をして、「行政を監視する」と

いう仕事をしていることを選挙民に説明するこ

とではないか。

　どうも行政主導の政治になっているようなの

が、投票率の悪さにつながっているように思いま

す。

　話は変わって、4 月という月は、新しい出発の

時であります。入学式、入社式・進級、昇進など、

わくわくした気持ちの方も多いと思います。反対

に、「5 月病」という言葉を耳にしますが、環境

が激変するので「心のケア」「ストレス解消」な

どに気を使ってほしいと思います。どうぞ良い社

会人になっていただきたいと期待します。

　以上で会長挨拶といたします。ありがとうござ

います。

会長タイム

村川　保訓　会長



会員卓話

　今回は私のお産エピソード話をさせて頂きま
す。お産は人によって時間も感じる痛みも異なり
ます。私の場合、高齢出産と言われていましたが
以外にも超安産で病院に入って約 5 時間ほどで
生まれました。ですが陣痛はもちろん痛かったで
す。男性には経験出来ない痛みなので分かりやす
く説明させて頂きます。
　私の場合ですが、アニサキスに感染した時のよ
うな痛みから陣痛が始まりました。ギューと痛く
なり急に楽になりの繰り返しです。陣痛の間隔
が短くなり 5 分間隔になった頃には子宮口が 7.8
㎝くらいに開いてきます。通常だとこの頃に破水
します。
　この頃は本当に痛みとの闘いでアニサキスの
何百倍の痛さでした。痛いのはお腹だけではなく
赤ちゃんが下に降りてくるので、骨盤や恥骨がミ
シミシと開いて腰など体中が痛かった事を思い
出します。付き添いされた方や、されてなくても
ドラマなどでみた事があると思いますが、ラマー
ズ法と言う陣痛緩和の為にヒーヒーフーの呼吸
法で呼吸をするよう指示が出ますが、子宮口が 9
㎝の頃には痛みもマックスなので息を吐くのが
やっとで二度ほど気を失いかけました。いよいよ
子宮口が 10 ㎝の全開になったら、いきむよう指
示が出ます。
　今まで出した事の無い力と声を出しました。病
院によって違うみたいですが私の場合この時に
会陰切開しました。麻酔もなしでハサミで切るの
で痛いだろうとビビッてましたが、サクッという
切られた感覚はあっても全く痛くありません。体
の他が痛すぎるからです。
　そしてやっと子供が産まれてきてくれました。
その時は、出した！出た！という感じで、とにか
くスッキリでした。子供を初めて抱いた時の事は
一生忘れないと思います。今まで生きてきて味
わったことのない幸福感に包まれました。
　こんな思いを味わっても、親が子供に手をかけ
てしまうニュースを目にします。とても理解が出
来ませんが、そのような母親の中には産後うつや
育児ノイローゼに陥ったケースが多いようです。
厚労省によると女性の場合 5 人に 1 人が一生の
うちに 1 度はうつ病になるそうです。そして妊
娠中や産後は、とりわけうつ病になりやすいと
言われています。後は閉経前と後の 5 年間など、
いわゆる更年期の頃も多いそうです。これはホル
モンが関係しているようで、妊娠中と産後はかな

岩切　久美　会員

会員卓話

　今日は、一冊の本の紹介をさせていただければ
と思います。

越山　直美　会員

りホルモンバランスが乱れます。そして産後は
2.3 時間おきの授乳や夜泣きで寝不足になり自分
のペースで家事が出来ない、トイレにも落ち着い
ていけないなど生活リズムの乱れからノイロー
ゼになる人が多いようです。
　私も妊娠中に軽いうつ病を経験しました。薬な
どの服用で楽になる事もありますが、やはり周り
の理解、パートナーの理解が一番だと思います。
私は産後お仕事もしているので仕事と育児と両
方の生活ですが、子供を産む前の仕事だけの生活
を思い返すと何倍も楽でした。育児はとても重労
働だと痛感しています。
　子育てが終わった方、子育て中の方も自分の命
をかけて自分達の子供を産んだ奥様やお母さん
に感謝の気持ちをもって、そしてそれを口に出し
て伝えてあげて下さいね
　家事も育児も毎日 365 日休みなく頑張っても
誰からも評価される事も褒められる事もありま
せん。（ありがとう）の一言を言われるだけで病
院からもらう薬と同じくらいの効果があるので
はないでしょうか。

　新年会に出席された方はご存知かと思います
が私の息子は一つも言うことを聞かない、キカン
タローで誰にでも付いていきます。そのくせ神経
質でビビりで父親にそっくりです。しかし寝てい
る時は天使で毎晩寝顔を見るたびに、産んで良
かった。産まれてきてくれてありがとう。と言う
気持ちになります。このような気持ちや日々の成
長の喜びがあるから、お産の激痛も忘れて 2 人
目 3 人目と産めるのだろうなと想像しています。
悪い所は全部父親のせいにしてますが勿論授け
てくれたパートナーへの感謝の気持ちも忘れて
いません。今回この卓話を書きながら、私も感謝
の言葉を口に出して伝えなければいけないなと
思いました。
　やはり父親の存在は子供にとっても母親に
とっても大きいと思います。
　これからあと、まだ数十年とありますが私なり
に子育てを楽しみながらキカンタローと闘って
いきたいと思います。
　本日はお時間をいただきまして有難うござい
ました。



　「幸せな着ぐるみ工場」という本です。著者は、

KIGURUMI.BIZ 株式会社の代表者である加納

ひろみさんです。

　加納さんといえば、みやざき女性の活躍推進会

議で、宮崎銀行の平野頭取とともに共同代表を務

められていることをはじめ、県内外で活躍されて

いるので、皆さんの中にも名前をお聞きになった

方やお知り合いという方もおいでかもしれませ

ん。

　今注目されている「働き方改革」ですが、この

法案が審議される前から時間外労働の削減、有給

休暇の取得率アップなどの取り組みをされ、その

結果、定着率の高い、いわゆる働きやすい会社を

実践されている会社です。

　この本は、これまでの積み重ねを語ったもので

すが、何より加納さんのお人柄がわかる本になっ

ています。

　くまもんやみやざき犬などをはじめ着ぐるみ

製作で有名ですが、はじめは造形美術を専門にさ

れるご主人と 2 人で個人事業主からスタートさ

れました。

　清武の自宅アトリエから田野町に工場を増設、

その後宮崎市内に新工場を作られ今に至ってい

ますが、着ぐるみブームに乗ってどんどん仕事が

増え、従業員が増え、そして時間外が増えていき

ました。その頃は、「納期を守る」ことが一番大

事なことと思っていらっしゃったと書かれてい

ます。また、皆がおなかをすかして残業している

ので、たくさんのおにぎりをつくって食べさせて

いることに自己満足していたとも書かれていま

した。

　ちょうどその頃、私は今一緒に法人をつくるこ

とになる山口と私がよくいくワインバーで、今の

会長である当時の加納社長に偶然隣り合わせた

ことが kigurumi biz と私たちの仕事に大きな変

化をもたらすきっかけになりました。本にも紹介

されているのですがかなりはしょって書かれて

いるので少し詳しくお話すると、名刺交換をした

きっかけで私たちそれぞれの名刺が面白みに欠

けるとけちょんけちょんに言われ、半ば喧嘩腰に

話をしてしまっていたので、翌日加納社長からお

電話をいただいた時にとてもびっくりしてしま

いました。その後私たちはご縁をいただきサポー

トをさせていただくことになるのですが、当初は

個人の社労士として共同で仕事をしていました

が、Kigurumi biz さんのお仕事がきっかけで社

労士法人を立ち上げることになりました。

　余談ですが、給与計算業務を受託しているので

すが、タイムカードの集計作業から行っており、

当時は時間外や休日労働が多く、集計作業に時間

がかかっていたのを記憶しています。その後の取

り組みで現在では月の時間外ゼロの方が多く、私

達の作業時間もずいぶん減り助かっています。

　それまでの取り組みについて、仕事量を変えず

に毎日早く帰るためにするべきことは業務の効

率化しかないと、導線を気にしたり、作業場所の

見直し、作業台の高さ、ミシンの高さ、作業工程

そのものについても無駄がないかの見直しをス

タッフ自らが考え実行し、小さな工夫を積み重ね

ていきました。女性が集まるとおしゃべりに花が

咲くことが少なくないですが、集中しているため

おしゃべりすることもないそうです。皆が同じ方

向を向いて取り組んだ結果は大きな成果をもた

らしました。働く時間を減らしたら売上が下がる

のが怖いと二の足を踏む社長さんも少なくない

と思いますが、kigurumi biz さんは、残業削減

取り組みの前と比べて経常利益が 200% 以上も

上がったそうです。見るべき数字は売上ではなく

利益の方である、と加納さんは書いています。

　ところがそんな順調に進んでいると思われて

いた会社に激震が走った時期がありました。着ぐ

るみブームに陰りが見え始めたのです。当時の発

注者の多くは自治体だったのですが、ゆるキャラ

は税金の無駄遣いとある政治家が発言したこと

により発注が激減したのです。会社としてもター

ゲットを企業や海外に目を向け営業を開始しま

したが間に合わず、税理士の先生や私たち社労士

と議論を重ね希望退職を募ることになりました。

私たち社労士としては、賃金カットで対応しなん

とか全員によるの雇用を守る方法を薦めたので

すが問題はとても深刻でした。結果 40 名近くい

たスタッフの半数近く、会社が考えていた人数よ

り多くが辞めていくことになりました。数カ月後

に大きな契約が決まっていたにも関わらず退職

しなければならならず、皆が悔しい思いをした大

嵐でした。

　その後売上は回復しましたが、しばらくの間会

社の雰囲気は最悪だったと書かれています。

　現在は、多様な働き方への取り組みを積極的に

行っています。フルタイム社員の所定労働時間

の選択制は珍しい働き方ではないかと思います。

Kigurumi biz さんは 7 時間勤務で土日がお休み

の週 35 時間が所定労働時間であったのですが、

時間外がなくなったことでお母さんスタッフは

喜ぶばかりでしたが、独身のスタッフにとっては

残業代がなくなると生活できないという問題も

片方で生じていました。それを解決すべく始まっ

たこの制度は、所定労働時間を 7 時間だけでな

く 8 時間を選択できるようにした制度です。

　その他テレワーク、フレックスタイム制などス

タッフのこんな働き方ができたらいいなを実現

できないかを前向きに検討し、現実化していま

す。働き続けることをあきらめなくてよい職場で

あり続けたい・・・そんな思いでスタッフと向き

合う加納社長の愛にあふれたこの本。今日の話は

ほんの一部のご紹介です。ご興味を持たれた方は

ぜひ手にとっていただけたらと思います。



例 会 記 録 第928回  2019年4月8日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎会員卓話
　　　岩切　久美　会員
　　　越山　直美　会員

出席状況報告

4月8日 第928回 3月20日 第926回

会員数 30名 会員数 30名

出席数 22名 出席数 23名

出席率 73.33％ 修正出席率 76.67％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：青井　慎一 君、鳥越　逸雄 君、
　　　　　　　　　　　　長友　廣志 君、中村健一郎 君、
　　　　　　　　　　　　野﨑　伸一 君、村川　保訓 君、
　　　　　　　　　　　　柳園　八星 君

スマイルＢＯＸ

迫園　洋二　君

本日で 52 才になりました。皆様には負けない

ようにがんばってまいります。

今後ともよろしくお願い致します。

2019～ 2020年度　宮崎東ロータリークラブ役員・理事・委員会名簿

理　事　会

役　　員 氏　　名 役　　員 氏　　名

会 長 濱田　国雄 クラブ奉仕 山口　登幸

副 会 長 岩切　久美 職 業 奉 仕 柳園　八星

幹 事 畠中　和広 社 会 奉 仕 平木　泰英

会 計 中村健一郎 国 際 奉 仕 鳥越　逸雄

会長エレクト 山口　登幸 青少年奉仕 上村健太郎

S 　 A 　 A 長友　廣志 プログラム 久寿米木和夫

直 前 会 長 村川　保訓

　副幹事（柳園　八星）　　副 SAA（松下　　実）

CLP
常任委員会

CLP
リーダー

小委員会 委員長 副委員長 委員

クラブ管理
運営委員会

山口　登幸

出 席 木下　昌徳 迫園　洋二 和田　尚三

親 睦 活 動 森重　文彦 平見　映介 鳥越　逸雄

プ ロ グ ラ ム 久寿米木和夫 青井　慎一 岩切　久美

S 　 A 　 A 長友　廣志 松下　　実 木下　昌徳

クラブ増強
委員会

上山　泰寛

会員増強・会員
選考・職業分類

上山　泰寛 和田　　優 青井　慎一

ク ラ ブ 研 修 中川　彰伸 野崎　伸一 村川　保訓

公共イメージ
委員会

村川　保訓

クラブ会報･広報 越山　直美 平見　映介 柳園　八星

雑 誌 ･
ロータリー情報

村川　保訓 松下　　実 後藤　雄治

ロータリー
財団委員会

都原　清次
ロータリー財団 野田　素裕 青井　慎一 平見　映介

米 山 奨 学 都原　清次 松下　　実 柳園　八星

奉仕プロジェ
クト委員会

平木　泰英

ク ラ ブ 奉 仕 山口　登幸 田中　　臣 矢野間浩司

職 業 奉 仕 柳園　八星 青井　慎一 迫園　洋二

社 会 奉 仕 平木　泰英 平見　映介 松下　　実

青 少 年 奉 仕 上村健太郎 矢野間浩司 木下　昌徳

国 際 奉 仕 鳥越　逸雄 岩切　久美 丸尾　高範


