第２５８９回例会報告議事録
日時 令和元年１０月８日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : 社会保険労務士 本多直樹様
（本多社労士事務所）
ビジター : なし S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
このチーンという鐘の音ですが、
この音を聞かせた後に子ども達に計算をさせ
ると、鳴らさない時と、鳴らした時と正解率が全然違うらしいです。鐘の音をじーっ
と聞いてからやる方が集中力がつくらしく正解率が高いそうです。雑学でした。
今日１０月８日は二十四節気の寒露という日です。
これだけ気候が温暖化になっ
ていますが、露が冷気で霜が降りるような、
そんな日が今日です。
本日は村越会員のお父様のお通夜がございます。明日が告別式です。村越会
員に打診しましたら、
ロータリーの会員の方に受付をお手伝いいただけないかとのことでしたので、
私と藤本幹事と依田会員と３人で今日、明日、
お手伝いに行って参ります。
先週の理事会の報告です。
ガバナー事務局の方から台風１５号の災害に対する義援金等の要請に対してクラブとしてでき
るのかどうか、
また逆に支援が必要かどうかのアンケートが回ってきました。当クラブとしては被災
を受けた所はなく支援は必要ないのですが、
お見舞金、義援金はクラブとしてやろうじゃないかと
いうことが理事会で決定しました。いつものように募金箱を設置しますので、
お気持ちを入れてい
ただき、
まとまったら送金させていただく形を取りたいと思います。
社会奉仕活動、婚活については委員長より詳細があると思いますが、来週１５日が応募の〆切り
になります。応募者がまだ少ないとのことですので、心当たりのある方だけでなく、
なんとか集めて
いただきたいなと思います。今週、会長幹事会がありますので、各クラブに打診をして参ります。来
週１５日が情報研修会なので、
その時に回収できればと思っています。

親睦委員会報告

小野会員（代理）

日暮会員、
お誕生日おめでとうございます。
１０月３０日
（水）
に親睦ゴルフと夜間例会がございます。ゴルフに参加される方
には個別に詳細をご案内させていただきます。夜間例会につきましては、
ご家族
の方も含めてご参加の方よろしくお願い致します。
日暮会員より
お誕生祝いをいただきまして、大変ありがとうございます。早いもの
で、あっという間に一年が経ってしまって、
２回目の誕生祝いをロータリ
ーでやっていただきまして誠にありがとうございます。
一年経ってもあまり進歩していない自分ですが、
しばらく続けていきます
ので、
よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。

出席委員会報告

堤委員長

２１名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率６７.７４％
欠席者が１１名？
業務の為： 石原会員、梶会員、上村（文）会員？、倉持会員、佐藤（拓）会員、
		
塩毛会員、寺井会員、福武会員

社会奉仕委員会

依田委員長
婚活プロジェクト委員会より報告いたします。昨日、
１２人の委員が集まりまして
会議をさせていただきました。ありがとうございました。
当日のスケジュールや内容についてお話させていただきました。
内容に関しましては、
ほぼ昨年と同じ流れですが、
１回目のお見合い回転寿司
が終った後に気に入った方を３名書いていただいたのを２名書いていただくことに
して、早めにお伝えして、いっぱい話していただくことにしました。会場も昨年より
少し広くなっていますので、余裕を持ってできるかなと思っています。
事前に冊子を配るのですが、
プロフィールを昨年より詳しくしたいと思っています。昨年は年齢と
自己ＰＲだけだったのですが、小野さんがネットで調べてくださり、
プロフィールカードというものを準
備して、在住地、血液型、星座、
身長、職業、勤務地、性格、休日の過ごし方、好きなタイプ、最近気
になること、家族構成等を書いていただくことにしました。
チェック項目で、
お酒を飲むか、
たばこを吸うか、
カラオケが好きか、ペットがいるか、料理をする
か等を書いていただき、話題にしていただこうと思っています。
募集の人数ですが、現在、女性が３名、男性が１０名です。
まだまだ足りませんので、
１５日までに
お名前を書いていただければと思います。

米山委員会委員会報告

鈴木委員長
１０月は米山月間です。普通寄付は４０００円ですが、特別寄付をこの１０月の期
間に皆様にぜひお願いしたいと思います。
先ほどの会長の、鐘の音で集中力が高まるというお話、
よかったです。
余談になりますが、先日、パターを買いに行ったら、緑のグリーンに赤いパターと
いうのは集中力が高まる、
と評判になっているとのことで買ってきたのですが、あ
まり入りません。
今年は米山の奨学生がいませんが、
かつて米山で、ベトナム、中国、
モンゴルの方のカウンセラ
ーをやりました。一度やったら、
やめられません。
何がいいのかと言うと、
自分が何か人のために役に立っているなと思えることです。たいして留
学生一人一人におもてなしをするわけでもないし、
身の上がわかっているわけでもないのですが、
どういう生活をしてて、
どういうことに困っているか、何が自分にできるかという位置に立てる、
ロー
タリアンとしての基本の立ち位置に立てます。
人に何かをしてあげるということで幸せを感じるということは、
すごくあると思います。皆さんもご
経験のことと思います。
亡くなった村越孝夫さんは私の家内の母親のすぐ下の弟で、私も今日明日と葬儀に参列させて
いただきますけれども、私は井上先生と村越孝夫さんのお薦めによってロータリーに招かれました。
２１年前の話です。
あとは、星野邦夫先生という方は我孫子で病院を３つ経営されていて、私どもの白ばら幼稚園
も作られて、
フィリピンのハンセン氏病の方の救済にも向かわれました。いろいろと話せば、すごい
物語が我孫子ロータリーにはあります。
こういう先輩方は国際奉仕の草分け的なことをやられてい
るわけで、
そういう話を少しずつお話ししなければいけないかなと思っています。
我が我孫子クラブの子クラブである旧沼南、柏東クラブは、米山に深く関わってスイッチが入っ
て、
スリランカの子ども達の窮状を知り、
スリランカに図書館を寄付し、現地まで柏東の皆さんが行
って贈呈式をしました。我孫子の先達が始めた仕事を、子クラブである柏東が受け継いで、
その中
でまた私たちがどういうことをこれからできるのか、
ということを深く思いました。
米山梅吉さんは日本で初めてロータリークラブを作った方で、今度、米山記念館に旅行に行こう
かという話もあると会長から伺いました。
米山梅吉さんを知ることは、
ロータリークラブを知るということに深く関わってきます。ポール・ハ
リスと米山梅吉さんはアメリカで運命的な出会いをして、
さまざまな活動をして、
そういうことを探
訪するのは、
いい勉強になるかなと思っています。
とりとめのない話になりましたけれども、留学生に対する献金をよろしくお願いしたいと思いま
す。
スリランカの人というのはあまりいなくて、中国や台湾とかが多かったのですが、最近はいろいろ
な国の方々が米山の留学生になっているようです。
そういうことで特別寄付のお志をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

幹事報告

卓話

藤本幹事
・来週１０月１５日は情報研修会がクレストホテルにて開催されます。正午受付、
１３時点鐘。
１５時３０分終了予定です。当クラブがホストクラブで、各クラブの
お迎えをいたしますので、
１１時半集合でお願い致します。
・来月９日
（土）
に婚活パーティーが行なわれ、例会扱いになりますので、
１１月１２
日は休会になります。
・先般、柏南ＲＣさんよりお話がありましたピアノ演奏会のチケットがまだあります
ので、是非いらしてください。知り合いで音大を出てウィーンに留学された方が
いるのですが、
かなり著名なピアニストだと話されていました。
・来月開催されるＪＢＦ
（ジャパン バード フェスティバル）
のチラシとポスターが我
孫子市手賀沼課より来ています。皆様、事業所の目立つ所に貼付していただい
て、積極的にお客様を招致してください。
社会保険労務士法人 本多社労士事務所

本多直樹 様

必ず知っておきたい！助成金解説セミナー
本日、
このような機会を作ってくださったヒカリホームの荒井社長、
ありがとうございます。
社会保険労務士法人 本多社労士事務所をやっております本多と申します。今年の５月から、天
王台南口から徒歩５分の所で事務所を設けています。
以前はメーカーで７年、金融機関で４年、人事の方をやっていました。
５歳と１歳７ヶ月の双子の娘が３人いまして、
１歳７ヶ月の娘がずっと結膜炎を移し合っていて、皆
様にご迷惑をおかけしてはいけないので、今日、皆さんと握手ができませんでした。申し訳ありませ
んでした。
社会保険労務士というのは、わかりにくい職業ですが、会社の給与計算、社会保険の手続き等
を代行させていただいています。
私の得意分野は助成金です。使われている方はいらっしゃいますでしょうか。
国からもらえる助成金ですので、会社としては有用に使えるものです。法律をきちんと守って、
い
い会社を作ろうとすれば、国からお金をもらえる仕組みになっています。是非活用していただけれ
ばと思います。
非正規社員、
たとえばパートやアルバイトの方を正社員雇用して、
お金を少しプラスすると、国か
ら助成金が５７万円もらえ、
１０人正社員雇用すると５７０万円もらえます。生産性が上がれば、
５７万
円が７０万円になります。
助成金を活用できない会社さんが多くて、私の方に依頼をいただくことが多くなっています。
昨日の日経新聞の一面に出生率が９０万人割れと出ていました。以前からずっと言われているこ
とですが、人口減少が大きな問題になっています。
これから人を雇用するのがむずかしくなってくると思いますが、助成金を活用していただければ、
従業員にとってもいいし、会社にとっても負担が少なくなるのでいいと思います。
私の事務所ではスタッフが１名いて、
７月から週２日、
１日４時間、
アルバイトをお願いしています
が、
７月から１２月末までで約１００万の助成金がもらえます。
これは補助金も合わせてやっています
が、
きちんと法律にのっとってやれば可能です。
１００万円を助成金をいただいて、
その使い方はすごい自由です。車を買ってもいいのですが、私
はそれを従業員の雇用環境等に使っていただきたいと思います。
たとえば、従業員の福利厚生の一環として生命保険、医療保険を掛ければ、働く人、一人一人
が保険に入らなくても済み、安心と保障が得られます。
会社の負担が大きいので退職金制度がどんどんなくなっていますが、会社から出す金額は押さ
えて、従業員が拠出できる制度を作ればよいと思います。そうすると税制効果があるので、
すごくメ
リットがあります。
助成金を使って、福利厚生を高めることをしていただきたいと考えています。
「必ず知っておきたい！助成金解説セミナー」というものをご用意しました。簡単に、
こういう助成
金がありますというお話をさせていただこうと思います。
助成金とは国からもらえる返済不要のお金のことです。
新規出店、創業する時は助成金がもらえるチャンスです。
もしくは新規スタッフを採用する時、パ
ートタイマーを正規雇用する時、
スタッフの研修を実施する、
スタッフの育児休暇取得サポートをす
る、
スタッフへ評価制度を導入する、そういう時は事前に計画を出して、その計画に則って実施し
て、
それを報告すれば助成金がもらえます。

助成金を申請する上での注意点が小さい文字で書いてありますが、労働基準法を守ればいい
のです。単純に、法律で定められている帳簿等を用意すればよいのです。簡単なことなのですが、
意外とされていない会社が多いです。
今は人事クラウドと言って、
ネット上にあげて書類を保管する仕組みを作るのにも助成金を使う
ことも出来ます。そうすれば、
いつでもどこでも必要な書類を会社も従業員も見ることができます。
人が減っているという現状があるので、
なるべく簡単に手軽に、
ということが求められているのだ
と思います。
お薦めの助成金はいくつかあります。要は働き方改革をやってください、
ということです。
正規雇用の増加、育児や介護と仕事の両立支援、雇用格差の是正（定年退職後、嘱託社員に
なり、同じ仕事をしているのに給与が下がっているということで裁判になった）等です。
とにかく、働き方改革がテーマになります。
キャリアアップ助成金、正社員化コースというのは、契約社員から正社員に転換することで少し
賃金を上げなければなりませんが、書類をきちっと整備すれば１人あたり５７万円もらえます。王道
の助成金です。
次の健康診断制度コースというのは、パート社員等の非正規社員が４人以上いれば使えます。
非正規社員というのは法律上、健康診断はやらなくていいのですが、健康診断をやってあげる
と３８万円でます。健康診断は１人６,０００円くらいなので、
４名だと年間２４,０００円、
１０年やっても
２４万円なので、
３８万円もらえるのはメリットがあると私は思います。
両立支援等助成金は、男性が５日間の育児休業を取ると５７万円出ます。
時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースというのは、今、
当社で一番多い助
成金です。
従業員が１日仕事が終わってから次の仕事が始まるまでの間を９時間設けましょうという制度を
就業規則に入れると、長時間労働が是正されることになります。就業規則を作る費用が７５％踏ん
であります。
たとえば、社労士に就業規則を作ってほしいと依頼すると１５〜２０万円かかるところが、四分の
三、
１０万円までは国が出してくれます。
たとえば当社ですと、
１２万円で就業規則のご依頼をいただきます。
９万円は助成金が出て、
３万円は負担していただきます。助成金の手数料として５％、
９,０００円をいただいているので、
３万９,０００円で就業規則を作れます。
就業規則があれば助成金がなんでも使えるので、他の助成金を活用することができます。
最近よくあるのは、パート、
アルバイトの方に時給が上がらないですかと聞かれた時、人事評価制
度を入れれば、評価に基づいて時給を上げたり下げたりが可能になります。人事評価制度もコンサ
ルの会社に依頼するとけっこうお金がかかりますが、助成金をもらうことができます。人事評価制度
というのは特にニーズがあります。従業員が５人いらっしゃれば、そういうものを入れていいと思い
ます。
後ろにアンケートを付けました。助成金にご興味のある方はぜひお声掛けください。
どうもありが
とうございました。

閉会の言葉

木村会長
本多様、今日は卓話をありがとうございました。助成金については私もいろいろ調べたことが
あるのですが、なかなか条件に合わなかったりとかですが、素人が調べたことなので、また機会
があればぜひ専門家の方にゆっくりお話を聞かせていただきたいと思います。
今日はオブザーバーで来ていただいていますが、入会お待ちしております。
今日はロータリーの１００周年の記念バッジをお配りしました。機会がありましたら付けてみて
ください。
例会を閉会いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ
お名前
荒井会長

メッセージ
本多さん卓話ありがとうございました。
９月２９日の千葉県議会 第７１代 副議長就任祝賀会に
今井会員 多くのメンバーが参加いただきました。
ありがとうございました。
佐藤雅教会員 台風のオンパレードです。
鈴木会員 米山月間です。特別寄付宜しくお願いします。
日暮会員 誕生日プレゼントありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金 額
２,０００円
１０,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１５,０００円
１４７,１９２円

今週の表紙「佃煮 安井家」千葉県我孫子市本町３丁目5番１号
我孫子駅南口から徒歩3分の場所にある老舗の佃煮屋さんです。贈答シーズンにはお客様が絶えない人気
のお店です。
創業昭和２年、東京の三ノ輪で佃煮を製造販売したのが安井家の佃煮の始まりで、我孫子の地へ移り60余
年、安井家の佃煮は我孫子の名物として「ふるさと産品」にも選ばれています。お薦めは一番人気の「ざっこ
の佃煮」です。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

