第２６０９回例会報告議事録
日時 令和２年６月２３日（火曜日）
場所 ホテル マークワン 我孫子
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

ロータリーソング「手に手つないで」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

木村会長
おかげさまで今年度最後の通常例会になります。来週が新旧交代式です。一
年間つたない会長職で申し訳なかったのですが、幹事、各委員長の皆さまに助け
ていただいて、
なんとか全うすることができたかなと思います。残念なのは３月から
３ヶ月間あまり例会もストップしてしまい、
ロータリーの重要な親睦活動が抜けてし
まったのですが、今月は先週、今週と続けて例会を開催することができ、
月初の理
事会もできました。休会したままで年度を越すことは避けられたのでよかったと思

います。
来月からは村越会長の年度が始まります。一年間、
ご協力いただきまして本当にありがとうござ
いました。

親睦委員会報告

倉持委員長
お祝いがまだの方がいらっしゃいますのでお祝いをしたいと思います。
関根会員、
１月のお誕生日おめでとうございます。

関根会員より
本日お祝いをいただけるなんて思ってもみなかったのでお話する
内容も何も考えていなかったのですが、今年のはじめに４０代最後の
年を迎えました。さすがに運動でもしようかなと思ってヨガスタジオに
でも行こうかと探していたらヨガスタジオで感染者が出てしまって、な
かなか行くことができません。また何かご報告できたらと思います。あ
りがとうございました。
２月に結婚４５周年を迎えられた志賀会員おめでとうございます。
志賀会員より
何ヶ月か振りに出席しまして、
まさかこんなお祝いをいただけると
は思ってもみませんでした。
４５年経ちましたけれども、実際は３０年
で、
１５年くらい別に暮らしていました。
住職歴になってちょうど５０年なのでそろそろ引退かなと思ってい
ますが、
もう少しがんばろうかと思っております。ひとつよろしくお願い
します。

出席委員会報告

堤委員長
出席率６５.６２％

２１名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
欠席者が８名
上村会員と村越会員ついては本日他のクラブへ出席されているので出席扱いと
します。
業務の為：荒井会員、石原会員、小野会員、古谷野会員、佐藤雅教会員、
寺井会員、服部会員、湯下会員

幹事報告

藤本幹事
・先週申し上げた通り、
１１グループの新旧交代式がありました。
コロナの影響で
２月、
３月、活動ができず、各クラブの会長幹事の皆さん、残念がっていらっしゃ
いました。来年度、同窓会みたいな形で集まったりゴルフをやったりしましょうと
お話ししました。
・来週火曜日１８時半より柏のハート柏迎賓館にて新旧交代式を行います。バス
で皆さんをピックアップして会場までご案内したいと思っています。
こういう場で皆さんにお話しするのは初めての経験で大変不慣れでした。
本当にいい勉強をさせていただいたと思っております。来年からは地区の国際奉
仕についてお話ができればと思います。
この一年間ありがとうございました。

卓話「コロナに付随する助成金等について」

堤会員
木村会長の最後の通常例会の卓話が私でいいのかどうかと思いますが、
よろ
しくお願いしたいと思います。
金融についてだけでなく、今、
コロナの影響で皆さん大変な思いをされているか
と思いますので、国や市や我々金融界ができる助成や支援について、一通りおさ
らいということでお話し出来ればと思います。
お配りした資料を見ていただきたいのですが、新しい生活様式、助成金に関し
て、我孫子市独自の制度、事業の資金繰り支援、金融機関の無利子、無担保融資、市の認定書の
申請の仕方、
テレワーク等についてお話しします。
２月からコロナは知ってはいましたが、
こんなになるとは思いませんでした。
３月に入ってコロナが
騒がれるようになり、
４月に銀行は人事異動があるのですが、本部からやめろと急に言われ、
２、
３日
後から業務が２交代になり、一つの仕事を半分の人間でやらなければならなくなり仕事量が倍にな
るのにお客様は増え、大変困りました。人との接触を避けるということで昼休みというのが導入さ
れ、昼１時間店を閉めるという過去に例がないことまでやり、皆さまにもご迷惑をおかけしました。
会議も全部中止になりました。
緊急事態宣言が解除されてからは徐々に戻っており、交代制も３交代になり、昨日から全員出勤
になりました。
初めてテレビ会議というものが始まりました。慣れなくてやりづらいのですが、
こういうことが必要
な時代になったのかなと思います。
まだまだ予断は許さない状況ですが、感染対策をきちっとやり
ながらやっていかないといけないのかなと思います。
感染対策についてです。テレビでさんざんやっていますが、
ソーシャルディスタンス、
マスク着用、
手洗いが基本です。
夏のマスクについては熱中症を予防するには、
クーラーを使う、距離を保って適宜マスクをはず
す、
こまめな水分補給、
日々の体力作り、
ということが厚生労働省から出ています。
補助金については第二次補正予算の関係で若干変わる所があるので直近の情報を確認して
いただきたいのですが、助成金を使う場合の注意点をお話しします。
ご自身の法人が中小企業に該当するのか、小規模事業者に該当するのか確認が必要です。
国からお金がもらえる助成金ですので、受給の制限ということで厚生労働省と経済産業省から
の注意事項がありますのでご確認ください。
コロナ関係のものは矢継ぎ早にいろいろ出てきていますので、主だったものをご紹介します。
雇用調整助成金というものが話題になっていますが、景気の変動等によって事業活動の縮小を
余儀なくされ一時的に休業等を行った事業主に休業手当を助成する制度で、
もともと中国人向け
の観光産業を想定されて作られたのですが、今回コロナウイルス感染症の影響を受けた全業種に
拡大されました。事業主が従業員に支払う休業手当の助成が対象となります。
変更になった点として、特例措置は４月１日から６月３０日と書いてありますが９月３０日まで延長さ
れましたので直しておいてください。
１ヶ月で５％以上減少していれば雇用調整助成金の対象となり
ます。
受給額は一人当たり日額８,３３０円でしたが、少ないと国会でも言われ、
１人日額１５,０００円に引
き上げられました。
１６ページにいつどこで何を受給できるか載っておりますのでご参考いただければと思います。
持続科給付金についてです。売上が５０％急減した中小企業に最大２００万円、個人事業主には
最大１００万円給付するものです。
（次ページへ続く）

感染症の拡大防止策として中小企業のテレワークの導入を推進ということで、
そのための導入
費の２分の１を上限１００万で国から支援します。
幼稚園、小学校の臨時休校による保護者の休業補償として、働き方改革推進支援助成金とい
うものがあります。
コロナの影響で売上が２割以上減少した法人、個人の方には我孫子市から独自に最大３０万円
の支援金が出ますので条件に合致していれば活用していただければと思います。
８月３１日までで
す。我孫子市商業観光課までご相談ください。
我々金融機関の方で行っている資金繰りの支援についてです。
時間が足りなくなるので中小企業に関してだけお話させていただきたいと思います。
売上が２０％以上減少、売上が１５％以上減少、売上が５％以上減少している場合の３種類に分
かれています。
２０％以上減少しているということであれば実質無利子で融資が受けられます。民間金融機関で
セーフティネット保証４号ということを覚えておいてください。最大４千万です。第二次補正予算前
は３千万でしたが、
４千万になりました。返済期間は１０年間ですが無利子の期間は３年間です。
売上１５％以上減少の場合も実質無利子で借りられます。危機関連保証というもので６号認定と
呼ばれています。
４号、
６号というのが実質無利子で、
なおかつ保証料も国が負担するものになります。
売上５％以上現象であれば、低利融資、保証料の補助があります。
⑳の黄色く塗ってある部分をご覧ください。市町村指定枠です。
２０％以上減少している場合、先ほど無利子で借りれるのが４千万と言ったのですが、実際８千万
の枠があります。
４千万を越える分については通常通り、保証人も必要で利息もかかります。
５年以
下は１％、
５〜７年以下は１.２％、
７〜１０年以下は１.４％です。据え置き期間（利息だけ返済する期
間）
を５年間まで設定できます。
融資の金額自体は市町村認定額の８千万と、
１５％以上減少の場合は危機関連保証の８千万
で、融資限度額としては１億６千万まで出ます。会社の規模、売上の規模によって必要融資額は違
ってきますが、限度額としてはここまで出ます。
２１ページには、支援を受ける為に必要になる認定書の取り方について書かれています。
我孫子市のホームページからコピーしました。基本は我孫子市に認定書の申請をすることになりま
す。用紙はインターネットからダウンロードできます。
たとえば４号認定の場合は、認定申請書と売上比較表、試算表、決算書等、法人の場合は会社
謄本を提出していただきます。
５号認定に関しては業種指定があります。
最後に、
テレワークについて、
どのようなものか、費用がどれくらいになるのか等を掲載しておきま
した。参考にしていただければと思います。
以上、駆け足でお話ししましたが、
ご質問等ありましたらお声がけください。
ご清聴ありがとうござ
いました。

開会の言葉

例会を閉会いたします。点鐘します。

木村会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
木村会長

メッセージ
一年間どうも有難うございました。
先週はプレゼントを頂きありがとうございました。
藤本幹事
又つたない幹事で１年間大変失礼しました。
梶会員
堤さん卓話ありがとうございます。
上村英生会員 堤さん ありがとうございます。
堤会員ありがとうございました。
倉持会員
親睦１年間お世話になりました。
小池会員 会長、幹事一年間おつかれ様でした。
久しぶりに出席をしました。
志賀会員
結婚４５周年の御祝い有りがとうございました。
関根会員 お誕生プレゼントありがとうございました。
木村会長１年間ありがとうございました。
堤会員
又、卓話ありがとうございました。
日暮会員 卓話ありがとうございました。
前田会員 堤会員 卓話ありがとうございます。
栁田会員 堤会員ありがとうございました。
木村会長、藤本幹事、おつかれ様でした。
依田会員
堤さん卓話ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
３,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
２３,０００円
５５４,２２１円

今週の表紙「手賀沼親水広場 桜景色」千葉県我孫子市高野山新田193
手賀沼親水広場は、手賀沼のほとりの我孫子市鳥の博物館の傍らにあります。
水の館と広場で構成されいて、水の館では無料のプラネタリムも楽しめます。
じゃぶじゃぶ池や水の広場があ
り、小さな子ども達が水遊びを楽しむ事ができます。

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。

