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人づくり、自分作り

活気あふれる
ロータリーを通して
「人づくり
そして奉仕」

点鐘

国際ロータリー第 2770 地区
ガバナー 井 原
實
ロータリーは奉仕を通じて、
例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F
会長
松崎 宏
幹事 進藤和夫
会報委員
多田和男・高木学・田村盛良
松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
国歌・奉仕の理想斉唱 K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長

〔会長挨拶〕松崎

宏会長
皆さんこんにちは。桜の花も満開で素晴らしく、明日は入学式も多くあるよ
うですが、花が散らなければと心配しています。
3 日の南相馬支援コンサートでは、大変お世話になりました。当日は 2530
地区酒井ガバナーにお越しいただき義援金をお渡しいたしました。
私の年度もあと 2 ヶ月となりました。増強、財団・米山寄付など、最後まで
一生懸命頑張りますので会員の皆様どうぞよろしくお願い致します。

桜が終わりますと利根川でのうなぎ漁、海では黒潮が灘に近づき、カツオやマグロ漁の始まりです。
黒潮を見たことある方は少ないと思いますが、近づいていくと水の色は黒く見えて、川の流れのように
北上する流れを作りその幅は３０ｋｍ以上にもなります。その流れに乗り夏の魚がやってきます。昨年
は不漁でしたが、今年の流れを見ていると大漁の予感がし楽しみです。

〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
２０１５年度米山奨学生

藍

立明（ラン リツメイ）様 中国山東省青島

ご挨拶： 皆さんこんにちは。米山奨学生として１年間大変
お世話様になりました。このご恩は一生忘れません。
６月に中国に帰りますが、ロータリーで教えていただいた
「思いやりと、助け合いの心」で、平和の懸け橋になります。ありがとうございました。
進藤和夫米山奨学生カウンセラー：
藍君、一年間ありがとう。カウンセラーとして、特別な事ができなかったですが、これ
から中国へ帰り成功していただいて、日本へロータリアンとして戻ってきてください。
〔表彰伝達〕
米山功労者マルチプル：金澤利幸会員
財団寄付：金澤利幸会員

松崎

松崎

宏会員

進藤和夫会員

宏会員

〔卓話〕木村光一会員

社会保障制度の諸問題とこれから
１月に入会させて頂きました木村でございます。
今回、卓話をという機会を頂きましてありがとうございます。

地元の久喜に生まれ育ち 50 年間のなかで、今労務士の仕事をしておりますので、そのことについて
お話しさせて頂きます。

1. 社会保険労務士という仕事
大学で産業関係学を専攻
入社した会社で人事労務担当、気が付いたら社会保険労務士資格を取得していた
経営の三要素（ヒト・モノ・カネ）の一翼を担う、労働分配率（付加価値に占める人件費の割合）
は中小企業においては 80%以上
人材だけは活用次第で 100 の力を 120 にもできる反面、50 になってしまうこともある
行政手続き（労基、年金、職安）を通じて中小企業の人事労務管理に指導、助言するのが仕事（手
続きだけではない）

2. 人事労務管理とは
採用、退職、昇給、賞与、労働時間、賃金等人材をより効率的に活用し、活性化させるのが人事管
理
経験がものをいう
集団的労務管理…諸制度の策定、改定
個別的人事管理…制度の実施、運用

3. 社会保障制度
短期給付（健康保険）、長期給付（厚生年金）
雇用保険…失業、育児、介護を保険事故
労災保険…業務上災害、通勤災害を保険事故
いずれも皆が拠出する保険料によって給付を賄う仕組みとなっている
納税は国民の義務、社会保障制度は相互扶助（助け合い）

4. 社会保険労務士の将来
相互扶助制度実現には、加入率が非常に重要
正しい知識の啓蒙と教育は欠かせない…社労士制度推進月間における労働、年金相談、学校教育出
前授業、自治体商工会議所とのタイアップによる労働、年金相談、各会員における日常の顧問活動
を通じた社労士の認知度アップ
現在の関与率は 33%程度、これを高めれば自ずと認知度はアップする
社会保険労務制度について、ご参考にして頂ければと思います。
本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
〔幹事報告〕進藤和夫幹事
＊献血：久喜ライオンズクラブ主催

ロータリークラブ

協賛

4 月 14 日（木） 久喜西口駅前 12：30～16：00
＊次回例会：14 日（木）

振替休会

3 日（日）コンサート

21 日（木）

通常例会

野口はやみ会員に変更

28 日（木）

夜間例会

送迎バス

久喜 au 前

田口屋
17：00

18：00
菖蒲あやめ会館

17：30

SAA

〔スマイル報告〕金田仁志

☆春風のいたずら

これ

又、よし：福田喜美夫

☆コンサートありがとうございました：松崎宏
☆誕生祝ありがとうございました：野原宏
（敬称略・順不同）
〔出席報告〕

出席委員会

☆本日もよろしく：尾崎敏彦・伴光治

☆欠席のお詫び：平澤道男・髙木学
本日の合計
累 計
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～江戸小話～

かわをむく

ある春の日の事、長屋の一行が桜の花が咲き誇る川辺に
花見見物に出かけました。
さて、一通り見物をすませて小腹のすいた一行は持ってきた
さくらもちを食べる事にしました。
その一行に食い意地のはった男がおりまして
桜餅に巻いてきた桜の皮（葉っぱ）ごと食べています。
それを見て隣に座っていた女房が言いました。
「お前さんそれは皮をむいて食べるんだよ」
するとその男は
「おおそうかい」と言って、さくらもちを皮の付いたまま
川の方を向いて食べておりました。
ちゃんちゃん
次回例会

４月１４日（木）
４月２１日（木）

３日のコンサートに振替
通常例会
会場
地区出向役員報告

皆さんの出席をお願いいたします。

三高サロン
野口はやみ会員
SAA
出席委員会

２０１６年４月 7 日

理事・役員会
◎例会プログラム

三高サロン

尾崎敏彦プログラム委員長

5月5日

休会

5 月 12 日

地区出向者報告

5 月 19 日

青少年月間に因んで

5 月 26 日

夜間例会

6月2日

ロータリー親睦活動月間に因んで

6月9日

クラブ協議会

本年度

6 月 16 日

クラブ協議会

次年度

6 月 23 日

最終夜間

6 月 30 日

休会

林明地域社会奉仕委員
久喜北陽高校ＩＡ（海外研修報告）

誕生祝

18：00

なごみ

誕生祝（大浜）

天野正幸親睦活動委員長

ゴルフ・観光

◎各部門委員長（所属委員会行事）報告
●

クラブ管理運営部門【倉持委員長】特に無し➡会員増強維持部門【服部委員長】欠席➡クラブ広報

部門【飯島委員長】クラブ内ＩＴ化は次年度に持越しとする➡奉仕プロジェクト部門【林 委員長】コン
サートは無事成功➡財団部門【金沢委員長】欠席➡親睦委員会【天野委員長】親睦旅行有意義に終了➡
青少年奉仕委員会【夢川委員長】欠席➡ＳＡＡ【金田委員長】毎回順調に進行➡会計【加藤会計長】特
に無し
●地区主要行事、第七グループ内主要行事の確認➡幹事
*ソウル国際大会（2016.5.27～5.30 日）参加者 7 人計 9 名に増➡G ナイト全員登録（個人負担）➡
国際奉仕委員会担当
* 栗橋ＲＣ創立 40 周年記念式典の件 会長、幹事が出席
* 幸手中央ＲＣローターアクト認証状授与式 会長、幹事が出席
●その他行事➡幹事
・新旧理事役員会 5/19～20 日鬼怒川一泊

別紙参照

了承済とする

・年度最終例会 6/23 日（観光＆ゴルフを予定）別紙参照 了承済とする
◎承認依頼・事後報告事項・
* 親睦旅行費会計報告 了承

* 6/23 日 最終例会の予算及び会費の件 了承

* 次年度、理事役員及び委員会組織案発表➡倉持副会長より 了承
◎その他・検討報告事項
* クラブ名称変更【久喜菖蒲➡久喜 RC】3/3 日の臨時クラブ総会で承認済み➡3/11 日に G 事務所
及び日本事務局に提出済（進藤）

* 名称変更に伴う新規作成備品の検討（第二回目）（費用に

ついては第九回で承認済み）➡別紙資料を参照 総刺繍入りクラブ旗を除いて全てを作成する事
≒￥700.000
* 新旧理事役員会➡費用は参加者個人負担（￥18.000-/1 人）了承
* 最終例会➡親睦委員会で担当 了承
* 新事務局員の募集（安田事務局より要請有）理事役員、会員で次年度には引継ぎが出来る様候補
者を探す事。
（第 4 回目）次回も検討事項にいれる事

* 慶事に対して（例・新店舗、新事業

等）（第 2 回目）次年度の検討事項とすること
* 米山奨学生受入カウンセラーの選考（2016～17 年）➡夢川会員に決定

