東京六本木ロータリー・クラブ

山の手東グループ・10月の例会スケジュール

平成２２年９月６日

卓話

フィンランド流

社長も社員も６時に帰る仕事術

出版翻訳家・作家
富士通コンピューターズ・ヨー ロッパ 元副社長

田中

健彦 様

私は富士通を５年程前に退社してビジネス
書の翻訳をしておりますが、この３月に「フィ
ンランド流 社長も社員も６時に帰る仕事術」
という本を書きました。販売部数も上がりま
して、こういうことに対する世の中の関心は
強いんだなぁとつくづく感じました。
私は１０年ほど海外に勤務していた間にいろ
んな生活を見てきました。日本人とは仕事の
やり方、生活のやり方が非常に違うんですね。
仕事はなるべく短く、プライベートの生活は
長くという考え方です。世界中でお父さんが
夜１０時、１１時まで働いてへとへとになって帰っ
てくるのは日本だけ。しかも最近は共働きが
多い。現在のお母さんは家事、子育て、自分
の仕事と、３重の負担を負ってるんですね。
これは大変です。お父さんもお子さんの寝顔
しか見たことがないからお子さんがどういう
興味を持ち、悩みを持っているか理解してない。
お子さんも登校拒否が増えて、最終的には家
庭内暴力だとか自殺だとか、いろいろ起きて
いる。こういうことを見せつけられると、若
い方が結婚したり子供を産んだりする気にな
らないんじゃないか。こういう意味で、今の
日本は子育て支援が２万６千円だ１万３千円
だという議論よりもっと深刻なのではないか。
私はそれを心配してこの本を書きました。
私が初めてフィンランドに転勤して間もな
い頃、会社で役員会議をしておりましたら午
後３時ぐらいに社長がすっくと立って、ちょっ
とこれで失敬すると言うんです。息子をサッカー
クラブに送っていかなきゃいけないと言うん
ですね。役員会議の真っ最中ですよ。ところ
がもっと驚いたことには他の役員も社員も午

後４時になるとどん
どん帰り始め、６時
になるともう会社は
がらんとしてる。
フィンランド人は
非常に教育熱心で、
お子さんが小学校、
中学校に入るとバ
レーだのサッカーだ
のホッケーだののク
ラブに通わなきゃならない。そこで親が学校
に迎えに行って子供を送って行くんですよ。フィ
ンランドでは子供は国の宝だというマインド
が非常に強い。だから子供を大切にすること
は国全体が認めている。これはスウェーデン、
ノルウェー、デンマーク、みんな同じ。こん
なことで会社は成り立つのかとお思いかもし
れませんが、ご存知の通り、イケア、ノキア、
H＆Mなど北欧の会社はどこも絶好調です。
部下に仕事を与えるとき、フィンランドで
はそれ以降は介入しないで任せます。ホウレ
ンソウはいらない。それでいて納期には大抵
きちっと仕上がってくるんですね。これには
それなりの理由があって、まず上司が最初に
仕事を与えるときにしっかりと仕事を定義す
るんです。部下は部下で仕事の中身をちゃん
と計画分析してそれから受けます。そういう
所が非常にはっきりしている。
今、フィンランドのやり方を勉強したら、きっ
と日本人にとってもいいことがあると思います。
影響力の大きい皆さまです。よろしくお願い
します。

東京西ロータリー・クラブ
ホテルオークラ東京
１０月１日
１０月８日

東京神宮ロータリー・クラブ
金曜日

12:30〜

卓話
卓話

演劇評論家 渡辺 保 様
(株) Teragaki-Labo会長
寺垣 武 様
１０月１５日 卓話 ワイン＆アカデミー社 社長
田辺 由美 様
１０月２２日 卓話 杉本 彩 様
１０月２９日 卓話 ミュージカル女優
笹本 玲奈 様
東京城西ロータリー・クラブ
ホテルニューオータニ
１０月６日

ウェスティンホテル東京

水曜日

12:30〜

１０月６日

卓話 ビーンスター(株) 代表取締役
鶴野 充茂 様
１０月１３日 明治神宮 清掃奉仕 （移動例会）
１０月２０日 卓話 ヴェルリークマップ（岩田ガラス
作品展示販売） 岩田 マリ様
１０月２７日 卓話 吟詠・舞踊アーティスト
城勝流城勝吟道界２代目宗家
井口 弘子 様
東京恵比寿ロータリー・クラブ

水曜日

12:30〜

卓話

東京城西RC会員
浜崎 一成 様
１０月１３日 卓話 第２７５０地区米山記念奨学生
アンノウ・マリコ 様
１０月２０日 卓話 自衛隊神奈川地方協力本部長
１等海佐 五島 浩司 様
１０月２７日 卓話 未定

ウェスティンホテル東京
１０月５日

火曜日

12:30〜

卓話

山種美術館 理事長(学術博士)
山口 妙子 様
１０月１２日 卓話 国際キリスト教大学 理事長代理
山本 和 様
１０月１９日 卓話 米山奨学生
１０月２６日 卓話 地区R財団副委員長
東京広尾ロータリー・クラブ

東京西南ロータリー・クラブ
ホテルニューオータニ

六本木ヒルズクラブ
火曜日

12:30〜

９月１４日現在、
１０月のスケジュールは確定しており
ません。
東京原宿ロータリー・クラブ
グランドプリンスホテル 赤坂

火曜日

12:30〜

１０月５日 卓話 未定
１０月１２日 卓話 未定
１０月１９日 卓話 元自民党衆議院議員
谷川 和穂 様
１０月２６日 卓話 未定

木曜日

12:30〜

卓話

DSG Japan(株) 代表取締役
三橋 拓樹 様
１０月１４日 卓話 (社)フォレストック協会 理事
屋敷 一宏 様
１０月２１日 卓話 元米山奨学生 張 旭梅 様
１０月２８日 移動例会
東京渋谷ロータリー・クラブ
セルリアンタワー東急ホテル
１０月４日

東京杉並ロータリー・クラブ
ヒルトン東京「桂の間」

１０月７日

木曜日

12:30〜

月曜日

12:30〜

卓話

(財)国連大学協力会 常務理事・
事務局長 森 茜 様
１０月１１日 祝日による休会
１０月１８日 卓話 (学)食糧学院東京ホテルビジネス
専門学校 教員 森川 清久 様
１０月２５日 卓話 未定

１０月７日

イニシエーションスピーチ
春山 一夫 様・新 有道 様
１０月１４日 卓話 法政大学デザイン工学部建築学科
教授 陣内 秀信 様
１０月２１日 夜間例会
１０月２８日 卓話 NHK報道局社会番組部
チーフディレクター 中村 直文 様

※9月14日現在、各ロータリー・クラブから頂いた情報に基づいて掲載しています。
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